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    IoT・ビッグデータ・AI等による変革は、従来にないスピードとインパクトで進行して

おり、製造業は新たな時代を迎えております。従来のモノ、製品を作って売るだけの時

代から、製品の使用情報などを入手・蓄積・解析することにより、新しい製品や今まで

にないサービスの開発・提供が可能となるなど、これからの製造業は情報の使い方次第

で想定を超えた展開が期待できる、まさに「新次元の製造業」が到来しつつあります。 

 人口減少、将来的な国内市場の縮小、新興国市場の成長といった環境のもと、世界の

製造業が同様に IoT、AI 化を競っていく中で、如何にして日本の製造業が持つ「強み」

に更に付加価値のある新しい「強み」を獲得して競争力につなげていくか、また、人の

役割変化にどう対応していくかは喫緊の課題です。 

そこで IoT、AI 等により新しい次元を迎える我が国製造業にとって、新しい現場力と

は何か、新しい「人の役割」とは何か、その際に求められる人材とその育成・確保、管

理方策等について提案し、我が国機械工業の競争力強化に貢献するため、平成 29 年度に

「IoT・AI 時代のものづくり人材調査専門部会」を設置して 3 年計画で調査を開始しま

した。 

 初年度となる平成 29 年度調査では、国内外の環境変化とものづくりで進行するパラダ

イムシフトに対し、同専門部会に参加した委員の現状認識を踏まえて機械工業として取

り組むべき課題の洗い出しと人材の問題について検討しました。 

 本報告書はそれらの成果を取り纏めたもので、調査を進めるに当たってご指導、ご協

力をいただいた皆様に厚く御礼を申し上げますとともに、各位の活動にお役立て頂けれ

ば幸いです。 

 

平成３０年３月 

一般社団法人 日本機械工業連合会 

  会 長  大 宮 英 明  
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本報告書の要約 

1. 事業名 

「平成 29 年度 IoT・AI 時代のものづくりと人の役割変化への対応調査研究」 

2. 本事業の性格と位置づけ 

今、我が国の機械工業は、IoT・AI 時代と呼ばれる新しい時代を迎えようとしてい

る。IT 系などにみられる目覚ましい技術革新、新興国の急速な追い上げ、先進国の製

造業高度化戦略の推進、海外製造企業の大胆な事業戦略の転換など、我が国を取り巻

く環境は激変しつつある。 

そこで本事業は、新しい時代の環境要因とその動向を収集・分析し、ものづくりと

人の役割に及ぼす影響を展望する調査研究を行う。併せて、激変する環境の中から問

題提起すべき点、逆に機会とみて挑戦すべき点、技術革新の成果などを明らかにし、

先進ツールをユーザーとして活用するという視座に立って、新しい時代に対応可能な

組織・人材像などの取組課題を検討する。 

平成 29 年度は、3 か年事業の初年度目としてスタートした。機械工業として取り組

むべき課題の洗い出しと人材の問題など、部会メンバーの認識をベースに報告する。 

3. 本事業の背景と問題意識 

3-1.新時代の到来 

IoT・AI 等に代表される近年の技術革新は、従来にないスピードとインパクトで進行

している。こうした技術革新の波は、製造業にも押し寄せてきており、製造業は新時

代の到来を迎えつつある。 
（一社）日本機械工業連合会では平成 26 年度から 28 年度までの 3 か年にわたり、

「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」に取り組んできた所以でもあ
る。 

新時代においてはデジタル化とネットワーク化が進む。システムのシステムが構築

され、モジュール化とアーキテクチャの巧拙が競争力を左右する時代が到来する。 

3-2.新時代で可能になること 

匠による暗黙知やユーザーの使用状況・使用環境など、様々な事象が可視化・解析

される。事業の全体やその周辺までが俯瞰できる。従来は死蔵されたままであったデ

ータも収集・蓄積され、AI などを駆使して解析・活用される。 
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新しい知見・気づきが生まれ、新しいビジネスモデルによって競争力を強化できる

可能性が高まる。 

3-3.サービス志向の製造業への変身（組織と人への影響） 

従来のハードウェアの「売り切り」中心の時代から、ハードウェアの売り方をはじ

めとして売った製品をベースとした新たなサービスを展開し続けるといった新しいビ

ジネスが始まっている。 

事業組織や人の働き方も見なおしが求められる時代になった。 

3-4.新しい「強み」を握る鍵 

日本の製造業は、このような時代の変化を踏まえた新しい「強み」を見出すことが

できるのか。厳しさを増す国際競争に打ち勝つことができるのか。技術革新に伴う人

の役割変化に対応していくことができるのか。いずれも喫緊の課題である。共通する

のは人材の問題である。人材の量と質がカギを握っている。 

4. 本事業の目的と実施方針 

本事業の目的は、デジタル化・ネットワーク化やシステム化・モジュール化といっ

た国内国外の最新動向や日々めまぐるしいほどの進歩を見せている技術革新の実態な

ど、製造業をとりまく環境要因とその動向を分析することにより、ものづくりと人の

役割に及ぼす影響を展望し、機械工業としての対応課題と人材の問題を明らかにする

ことである。 

特に、製造業のパラダイムシフトへの対応として求められる新しい「現場力」や新

しい「人の役割」、求められる人材像、人材の確保・育成策、管理方策等に焦点を当て

ながら、「新しい時代に求められる現場力の姿」や「支える人材像」、「目指すべき製造

業の強み」についても検討を行う。 

以上から本事業では、次の 4 つの活動を行った。 

第 1 に、IoT・AI など新時代を象徴するテーマとして各国の政府、企業、産業団体、学

術団体などの戦略や取組など、本事業の基礎となる情報収集・整理。 

第 2 に、本事業の参考に資する専門部会内での講演。 

第 3 に、専門部会委員を対象とした自由記述式の認識調査(アンケート方式で今年度 2
回実施)やブレーンストーミングによる委員認識・意見の収集・分析。 

第 4 に、専門部会各回における議論の集約。 
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5. 主な検討項目 

5-1.マクロ環境の変化(問題提起) 

 ものづくりを取り巻く事業環境 
 産業革命と世界の動向 

5-2.進行するパラダイムシフト 

 技術革新（パラダイムシフトの原動力・起爆剤） 
 デジタル化と世界の動向 

5-3.日本の機械工業としての対応(専門部会メンバーの意見) 

 IoT・AI 時代のものづくり  
 IoT・AI 時代を迎える日本の現状と課題  
 IoT・AI 時代に目指すべき方向 

5-4.IoT・AI 時代の人材像(専門部会メンバーの意見) 

 ものづくりデジタル人材 
 企業が抱える現状と課題 

残された課題 

 

6. 初年度のポイント(問題提起、各章の要約、全体のまとめ) 

6-1. 第 1 章マクロ環境の変化～問題提起 

世界の製造業のパラダイムは確実にシフトしつつある。デジタル化・ネットワーク化

が進み、モジュール化やシステムのシステム化(個別システムの統合化)が進行する。（以

下、デジタル化と総称する。）デジタル化が世界の趨勢1となりつつある。こうした世界

との競争に打ち勝つためには、もはや猶予はない。一日も早くデジタル化を進めること

が不可欠である。 

しかしながら、専門部会（以下、部会と称する）で議論されたとおり、日本の機械工

業の現状は、機械工業のベースにある「ものづくりの基本」ともいえる原理・原則など

の 5 ゲン主義の徹底や、工学的原点への回帰といった点に、不充分さや問題を抱えてい

る。デジタル化に引き続き注力することは当然であるが、同時にものづくりの基本につ

いても、従来以上に取り組む必要があると考えられる2。 

日本の機械工業は、ものづくりとデジタルの 2 つを追求するという難しいかじ取りを

余儀なくされている。しかも両者のバランスを取る必要がある。 

【デジタル革命と産業革命】 
                                                  
1 本文 1-1 ものづくりを取り巻く事業環境、及び 図表 52 日本の製造業に押し寄せる 4 つの圧力 参照 
2 本文 3-2-2 日本の現状と課題 参照 
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デジタル化・ネットワーク化といった新しい産業革命・デジタル革命が進む3。変化

を象徴するトレンドをみると4、技術の発展は、ハードウェアとソフトウェアの融合化の

方向にある。システム面では、デジタル革命の進行に伴い、デジタル化・ネットワーク

化・オープン化が進む。ビジネス面ではものの所有からサービスの利活用へと移る。社

会・経済面では、中央への集中・集権から個別分散・分権へと変わる。 

デジタル革命は、事業と組織、人の役割の見直し（デジタルトランスフォーメーショ

ン5）を伴う。事業と組織は、アナログからデジタルに変換され、再びアナログに変換さ

れるプロセスを経る。最終顧客を中心とした事業モデルに再定義される。変革後の新組

織は、変化への迅速対応が必須とされ、リーンスタートアップに範をとったデザイン思

考など新手法6を駆使できる組織となる。 

【製造業のパラダイムシフトとそのイメージ】 

「つながるスマート製品」は、従来型ハードウェアにセンサーなどのスマート部品と

アンテナなどの通信部品の 3 つがセットされた製品である。製品の生涯トレースが可能

になり、製品を基点とした様々なサービスが展開される。 

生産ラインでは、DT、CPS、さらには MR・VR・AR といった先進技術7、3D プリ

ンターなど積層造形技術（AM）や人と協調し、人を支援し、人の作業を補完するロボ

ティクスや AI の活用が進む。また、カスタマイズやパーソナライズが進み、生産システ

ムは変動対応が可能になる。製品の市場投入時間は劇的に短縮される。生産性や効率は

格段に高まる。 

製造業の新しいビジネスモデルをみると、価値の源泉として、所有そのもの(所有欲)
に価値を見出す例（スーパーカーなど）や機能に価値（バルブ、ボルトナットなど）、稼

働に価値（圧搾空気の流量課金など）、必要なときの迅速さに価値（保守メンテナンスな

ど）、空き時間・空間帯に価値（ウーバー、Airbnb、空き工場のレンタルなど）、資金負

担に価値(リースなど)、社内使用目的で自作したものの外販化に価値（自社開発システ

ム、Predix など）を見出す例がみられる。 

先進デジタル技術を活用したプロセスイノベーションやビジネスイノベーションが、

市場競争力をますます左右する時代になる8。 

                                                  
3 本文 1-1-1 デジタル革命と産業革命 及び 図表 3 参照 
4 本文の図表 4、図表 7 参照 
5 本文 1-1-1-4、および、コラム 1 参照 
6 本文コラム 2、コラム 3 参照 
7 DT(デジタルツイン)：本文 2-1-4-2、CPS：本文 2-1-4-1 参照、MR(混合現実)、VR(仮想現実)、AR(拡張

現実)、AM は Additive Manufacturing の略、AI：人工知能、本文 2-1-2 参照 
8 本文 1-1-3-2、図表 10、図表 11 参照 
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【産業革命と世界の動向】 

世界では製造業新戦略の具体化が活発である。ドイツ機械工業連盟では、大手企業を

中心に「インダストリー4.0 ソリューション」が開発され公表されている9。セキュリテ

ィや法的枠組みまで含む包括的な議論を経ており、他企業がアクセスできる。 

中小企業への普及啓発活動も盛んである。オンラインで自社のインダストリー4.0 の

進捗状況をチェックできる仕組みがある。デジタル化の解説書も用意されている。モデ

ル工場としての訓練センター（DCC）が、ドイツ各地に設置され始めている。その狙い

は、訓練と実地体験による自社での導入円滑化である。中小企業への技術移転や指導啓

発には、ドイツの工科大学・応用科学大学、各種の研究機関が協力している。従業員サ

イドのエンプロイヤビリティ確保のため、デジタル化された将来を展望した職業資格と

スキルの研究も地道に進められている。 

IIC(米国)とインダストリー4.0 は、RA(参照基準)の相互運用性確保を狙いとした協働

プロジェクトを立ち上げ、2017 年にジョイント白書を公表している10。イギリスでは、

製品の全生涯トレースを可能にする専門のプログラムの開発と教育活動が展開されてい

る。中国は、スマート製造プロセス実施ロードマップなどを打ち出し、韓国では、財閥

系大企業によるノウハウを中小企業に移転する計画（2025 年 3 万社）が進行している。 

6-2. 第 2 章 進行するパラダイムシフト 要約 

【技術革新の動向と新しいものづくり】 

製造業のパラダイムシフトにかかわる最も重要な要因は、技術革新の勢いとそのスピ

ードである。特にディープラーニングなどの AI(人工知能)は、人々の予想を超えるとい

われている。オープンソースソフトウェアの発展も同様である。また、ハード面でも、

センサー等の技術進歩は目覚ましい。軽薄短小化と廉価化が急速に進んでいる。IoT は

現実の技術になりつつある。AI も IoT も「デジタル化」が鍵である。 

【ゲームチェンジングテクノロジー】 

ゲームチェンジングテクノロジーとは11、要すれば今までのビジネスを根底から変え

てしまうような破壊力を有する新技術のことをいう。本事業では当該技術として IoT や

AI のほか、DT・CPS に注目12する。 

                                                  
9 本文 1-2-2 参照 
10 本文 1-2-4-2 参照 
11 本文 2-1-1 参照 
12 IoT：本文 2-1-3、AI：本文 2-1-2、DT・CPS：前頁脚注参照 
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「どんな業界であっても、もはやテクノロジーなしでは生き残れない。革新的な方法

を自社組織の内外にわたって開発しなければならない。自社でやらなければ他社がやっ

てしまう」「ゲームを変える技術を見極め、技術の変革に見合う経営のあり方を検討し、

イノベーションを加速することがますます重要。ゲームを変える技術を見誤ると、市場

から退場させられる危険がある」といわれている。 

【人工知能（AI）】13 

AI とは 、「人間の知的営みをコンピュータに行わせるための技術のこと、または人

間の知的営みを行うことができるコンピュータプログラムのこと」だという14。AI には

「人の補助となる、人に寄り添う、人を補完する」役割が期待されている。 

AI の製造業への導入は確実に進む。多くの製造業にとって AI はツールである。ユー

ザーとして使いこなす必要が生じる。ユーザー企業の IT 部門と AI 利用部門が協力して

実践や経験を積むといった学習の必要性が指摘されている。 

【IoT】15 

IoT によって収集されたデータは、デジタル化され、蓄積される。デジタルデータは

必要に応じて取り出され、AI などのツールを利用して演算処理される。結果は可視化・

解析される。シミュレーション結果は再び現実世界にフィードバックされ、様々な判断、

評価、新たなアクションに結びつく。こうして工場はつながり、スマート化される。新

次元の工場へと進化が続く。IoT は、新次元の工場を具現化するベースとなる。 

従来の工場で「当たり前」とされたことや「暗黙知」状態に放置されていたこと、「形

式知化」を阻まれてきた事象、「知らないことがそこに潜んでいる」という自覚意識（無

知の認識）がみられなかった事象が、IoT の導入によってクローズアップされる。IoT
はそれまでの「未知」を「既知」に変えるための手段として機能する。 

従来はデジタルデータとして取り扱いにくかった情報や人間の熟練技に依存せざる

を得なかったような情報（例えばゆがみ、ひずみ、微小な傷、振動など）が可視化でき

る。これも技術革新の例である。 

【DT(デジタルツイン)・CPS】16  

製造業のパラダイムシフトで期待されていることは、一種の CPS を構築していくこ

とであり、同時に DT を構築し運用していくことでもある。 

                                                  
13 本文 2-1-2 参照 
14 IT 用語辞典バイナリから https://www.weblio.jp/content/AI?edc=BINIT  
15 本文 2-1-3 参照 
16 本文 2-1-4 参照 
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CPS とは、「コンピュータのアルゴリズムと物理的なコンポーネントを継ぎ目なく統

合して設計され、それに依存するシステムのこと」とされる17。米国では製造業にとど

まらず、多くの産業への適応を目指して予算化され、研究開発が進む。 

DT とは文字通り、物理世界の事象をデジタル空間に精緻に“そっくりそのまま双子

のように再現する”ことである。従来のように現実世界において試作品を作り、評価検

証を繰り返すといったプロセスに比べ、開発時間を圧倒的に短縮できる。 “Time to 
Market”の劇的短縮は、競争力強化上大きな武器となる。プロセスイノベーションの実

現手段といえる。 

製造業の場合、DT に使われるモデルには、データを基に機械学習等によって構築さ

れる「データモデル」と、もう一つ、3DCAD モデルなどを活用した機械固有の「物理

モデル」がある。後者は機械工業特有のモデルである。ものづくりの知識・技術・ノウ

ハウは不可欠である。IT 系企業からの参入障壁となりうる。 

ドイツは、産学官の研究連合体によって、こうした計算機シミュレーション技術の強

化を図っている。 

【世界のデジタル化事例】 

米国企業のデジタル化事例として、GE 社の「デジタル製造業」への変身プロセスと

SAP 社の既存文化との衝突経験、IIC のテストベッドの最初の事例である Bosch 社の事

例 2 つの計 4 つを取り上げる。 

事例 1.GE 社の「デジタル製造業」への変身とそのトリガー18 

GE 社がデジタル化に踏み切ることになったトリガー 

1.GE 社の大胆な事業戦略転換の契機（トリガー）は、IT 系企業によるクラウドコンピュー
ティングサービス構想の発表にある。 

2.これは、GE 社などが販売した設備機器を対象に、収集したビッグデータを活用して様々な
サービスを展開し、IT 系企業が収益を収受するという構想である。 

3.その対抗策が GE 社自身のデジタルトランスフォーメーションである。自社のデジタル化
により、データ活用サービスを自社で展開する。こうして Predix というプラットフォーム
の構築とその外販・普及へと事業戦略の舵が切られることになる。 
 
事例 2. SAP 社のデジタル時代対応での既存文化との衝突経験19 

SAP 社がデジタル化プロセスで経験した既存文化との衝突 

1.デジタル化の波は従来の IT 企業をも飲み込む。SAP 社は近年、市場の要求レベルが格段
にその厳しさを増したと痛感。イノベーションの加速に伴う膨大な調整時間とその増大の

                                                  
17 出所：日機連「世界の製造業のパラダイムシフト」平成 28 年度報告書 p38、p39 から NSRI にて再作

成したもの。本文 2-1-4-1.CPS 参照 
18 本文 2-2-1-2 図表 40 参照 
19 本文 2-2-1-3 図表 41 参照 
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効率化をあらたな課題に設定。

2.そしてデジタル化の時代に合った態勢づくりに踏み出す。より速く、より素早くをモット
ーに「スクラム・アジャイルプロジェクト」を立ち上げる。開発迅速化のためにシリコン
バレー式のデザイン思考と、アジャイルワーキングを狙いとした「スクラム」を導入した。

3.ペアプログラミングの導入や変革推進のための時間とスペース創出などに伴う既存の組織
文化との衝突を経験。新旧のバランスの大切さなどを学んだとされる。 
 
事例 3. Bosch 社の IIC テストベッドで実証している事例(締め具のデジタル化) 20 

締め具デジタル化による不正使用防止、異常の自動検知、作業支援自動化 

1.締め具のデジタル化（プログラムの組込）が、MES とリンクする。 
2.作業員が、他のポジションでその工具を利用すると使用不可になる(不正使用防止) 
3.極めて迅速に多くの締め作業を行う場合（例、航空機の組立）、作業員は、紙を頼らずに次
の作業に進める。ツールを通じた作業支援の自動化を実現。ネジが壊れる前に警報が鳴る。
無駄な作業をしなくて済む。 

4.自動化システムは、自工場内使用にとどまらず、さらに横展開され、外販されつつある。

 
事例 4. Bosch 社の IIC テストベッドで実証している事例(フォークリフト)21 

フォークリフトにセンサ・カメラ装着：走行経路把握、衝突回避、積荷最適化 

1.フォークリフトの追跡を可能にし、使用の最適化を図るプロジェクトとしてスタート。 
2.しかし、最初から必要なデータの全てが入手できたわけではなかった。 
3.その後、適切なセンサーと SAP 社のツールの導入により、目指すソリューションを創出。

4.Bosch 社は、フォークリフト前面に超音波センサーやカメラを装着。工場内データを収集。
SAP 社は、フォークリフトの動きと積載量を可視化。 

5.フォークリフトの走行通路の把握や衝突回避、積載状態の把握など、運行・積載の最適化
を実現。 

６.さらに自社の経験から生まれたデータと解析技術を他社へ提供するビジネスへと発展。 

【専門部会メンバーの認識】 

メンバーのかなりが、製造業はパラダイムシフトの途上にあることから、先端デジタ

ルツールなどを利用して、新しい付加価値を実現できるとみている。同時に、新しいビ

ジネスモデルと先進ツールを利用するための再教育・研修が必要だとも認識している22。 

現場主義について、懐疑的な立場から「アイデア力/競争力/信頼性を織り込んだ設計

力が勝負のポイントではないか」といった指摘が注目された。 

５ゲン主義についても、原理・原則については、その「科学的表現に弱いのではない

か」「これから必要度が高まる数式化、モデル化や、論理化、体系化、言語化、システム

                                                  
20 本文 2-2-2-2 コラム 6 参照 
21 本文 2-2-2-2 コラム 7 参照 
22 本文 2-2-3-1 図表 45 参照 
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化、モジュール化も同様ではないか」「デジタル化は進むがエンジニアリングへの原点回

帰がさらに必要になるのではないか」といった問題意識がみられた23。 

この数式化に関して、鋳鍛造、溶接等の基盤技術は、特に匠の暗黙知の形式知化とシ

ミュレーションが重視される分野の一つである。計算機シミュレーションには不可欠の

数式化について、「海外比遅れている」という見方がある一方、「遅れているとは言い切

れない」、「ただ関心がなかっただけ」「領域による」「遅れてはいない」という見方もあ

る。しかし、進んでいるという回答だけは皆無であった24。 

6-3. 第 3 章 日本の機械工業としての対応（専門部会メンバー意見）要約 

本章は、製造業を取り巻くパラダイムシフトにどう対応していくべきかについての専

門部会(以下、部会)メンバーの意見を集約したものである。 

【IoT・AI 時代を迎える日本の現状と課題】 

IoT・AI 時代のものづくりに関するメンバーの関心は、新次元の製造業と人の役割、

デジタル化関連技術の最新動向などにある。それぞれの関心は幅広い。ここでは、日本

の現状と課題として、生産現場と開発設計現場の二つを取り上げた。 

☛生産現場の現状と課題に関する部会メンバーの認識 

日本が強いとされる生産現場の今後の見方に関する部会メンバーの回答は次の 3 つ。25 

1 つ目は、強みになる／重視される。総じて日本の現場の強みは「勤勉性」と「改善

志向」、「摺合せ」にある。その背景には、「もっと喜んでもらおう」といった現場の「想

い」や、仕事に対する「誇り」と「喜び」がある。また、「摺合せ」はデジタル化にも不

可欠という。但し、デジタル化との融合をどう実現していくのかが課題。 

2 つ目は、IoT・AI 時代になると日本の現場力の強みは失われていく。その理由とし

て、現場力の象徴である匠と摺合せに注目する。匠の暗黙知は、ブラックボックス化や

判断力の欠落に繋がる。同様に、摺合せ技術の強みはデジタル化の進展に伴い薄れてい

く。 

3 つ目は、もうすでに生産現場の日本の優位性は、失われている。その理由は、質の

良い労働力の供給が断たれていること、企業に育成をする余裕もなくなっていることに

あるという。 

                                                  
23 本文 2-2-3-3 参照 
24 本文 2-2-3-2 図表 46～48 参照 
25 本文 3-2-2-1 図表 53～55、コラム 13 参照 
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いずれも、重い課題である。我々は歴史的岐路に立っている。まさにパラダイムがシ

フトしつつある。 

☛開発設計現場の現状と課題に関する部会メンバーの認識 

メンバーの見方によれば、開発・設計現場の問題点として、以下の 4 つ26がある。 

 強い現場に依存していたため、設計の深掘り・横展開する力が弱い。 
 効率重視の為に分業化が進み、現場を知らない設計者、後工程を考えられない設

計者、現場からの声を反映できない設計者が多くなっている。常識・経験値不足
を補う仕組みが提供されていない。 

 設計にも匠と呼ばれるに相応しい人材が存在する。若手人材とのｷﾞｬｯﾌﾟを埋める
には隔たりが大きい。過去の設計思想を理解せずに設計している。 

 全体を製品としてまとめる力が不足している。 

今後の課題として、以下の 3 つがある。 

 設計プロセスには理論と同時にシミュレーションに基づくアプローチが必要。 
 より高度な設計力を身に付けるには DT/CPS を使いこなすことが必要。 
 生産技術自動化の推進とリンクした製品・ソフトウェア開発力の強化が必要。 

 

【IoT・AI 時代に目指すべき方向】 

現場の重要性について、例えば、イノベーションの中には現場発のイノベーションが

あることや IoT や AI に詳しい開発者であっても、現場を知るなどの強い意志をもつこ

とが必要といった指摘がみられる27。 

一歩先に進むには、AI などの先進技術の使いこなしが重要であり強みになる。但し、

しっかりとした理屈に裏付けられた使いこなしや、匠と先進技術の融合、先進技術によ

って創造可能な価値といった視点が重要である28。 

また、従来の製品やシステムの知識と、先進技術を使いこなす技術の両面が重要であ

る。先進技術の使いこなしでスピードアップを図ることができれば、手間暇がかかり非

効率であった摺合せの弱点をカバーできる。他方、全ての労働者が先進技術を使いこな

せることは、不可能との指摘もみられた29。 

競争上の差別化技術・能力として、活用できる先進技術（ツール）を探してくる、ツ

ールが使えるように、自社のビジネスプロセスを変革する、複数のツールを組み合わせ

                                                  
26 本文 3-2-2-2 図表 56,57 参照 
27 本文 3-3-1 図表 61 参照 
28 本文 3-3-2 図表 62,63 参照 
29 同上 
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て、組合せによる効果を出すといった技術・能力やその先進技術が将来にとって有効か

どうかを見抜く力が重要であるという30。 

☛ハードウェア＋アルファ31 

IoT・AI 時代の機械工業は、従来のようなハードウェア売り切り一辺倒の路線からの

決別が必要である。それには「ハードウェア+アルファ」が必要となる。 

プラスアルファとして、パーソナライズ化されたハード製品、ハードにパーソナライ

ズ化されたサービス、陳腐化しない継続的サービス、顧客目線のハードといった例があ

る。共創による付加価値の創出や顧客の真のニーズの把握などの重要性が議論された。 

☛デジタルアプローチと直観力、求められる能力32 

これから求められる能力には「デジタルアプローチ」と「直観力」がある。「直観力」

とは例えば、仮説検証の際の問題の設定や問題の抽出など、問題を作り出す能力のこと。

仮説群から最も重要な仮説を見抜く力も直観力として重要と指摘されている。 

基礎となる思考力には、全体俯瞰力や見ぬく力、多視点、相反する視点、デザイン思

考などの最新の思考方法、想像力、論理的思考力、なぜなぜ分析力、形式知化スキル、

説得力が重要とされる。 

なお、課題設定やある程度解を見抜く力は、やはりその分野の知見や過去の事例を知

っているかによるところが大きい。直感は現場で磨かれるという指摘である。 

6-5. 第 4 章 IoT・AI 時代の人材像（部会メンバー意見）要約 

新時代は IoT・AI などのデジタル技術をツールとして使いこなす時代になる。ここで

取り上げる人材を「ものづくりデジタル人材」と仮置きした。この人材像は、ものづく

りとデジタルの両刀使いというイメージになることから、Π型人材・Π型チームと呼ぶ

ことにした。本章では、企業が抱える現状と課題を検討するとともに、人材育成など今

後の課題も整理している。 

【Π型人材：ものづくりデジタル人材（部会メンバーの見方）】 

ものづくりデジタル人材のイメージとしては、ものづくりとサイバー世界のツールの

「両刀使い」となれる人材（以下、Π型人材）を挙げた人が多い33。 

                                                  
30 同上 
31 本文 3-3-4 図表 67～70 参照 
32 本文 3-3-5 図表 71～73 参照 
33 本文 4-1-1-3 図表 77,78 参照 
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例えば、企画力やアイデア力が必要な上流工程では、特に一人で使いこなす必要があ

る。個人で 2 軸、3 軸の知識を保有することが、イノベーションにつながる。デジタル

の技術進歩により、一人で使いこなしやすくなる。個人として先進デジタルツールを使

いこなすことが、最もアドバンテージを持ち理想である。などがある34。 

その理由をみると、I 型は結局、匠の世界になってしまい深化（進化）が止まる可能

性がある。一方、Π型は展開力が増し、様々な経験を経て深化に繋がる。また、チーム

を運用し、早く結果を出し、進化させるには、必ずそれぞれの繋ぎ役が必要。それゆえ、

Π型人材の存在が必須であり、Π型にならざるを得ない。という35。 

☛チームとしてのΠ型（部会メンバーの見方）36 

Π型に関する意見をみると、個人として Π型人材を目指すのはハードルが高い。そ

れゆえ、「7～8 人」のチームとして Π型になればよい。などがある。では Π型チームの

構成は如何にあるべきか。 

Π型のチームのメンバーには、コミュニケーション上の観点から、デジタル化技術の

原理・原則・有効性（投資対効果）・課題・用語・使い勝手などの基本知識が全員必要で

ある。しかし、Π型のチームは一朝一夕にはできない。企業としては、時間の要素を織

り込む必要がある。 

初期はチーム力による基盤づくり、以降は個人の成長・台頭による発展、そしてタス

クフォースの形成 の繰り返しになるという37。 

☛ものづくりデジタル人材の育成（部会メンバーの見方） 

ものづくり人材が、チームとして先進デジタルツールの両刀使い（Π型）になるため

の条件を検討した。初めはアウトソースの支援が必要だが，最終的にはインソースが必

要。但し、一気にではなく、時間を追って進めるべきである38。 

ものづくり人材には、デジタル技術に対する興味と機会が重要。特にシステムを作っ

たり、運用したりといった経験が必須。経験を積ませる仕組みづくりが必要になる。も

っとも Π型になれるのは生産系組織の一部の技術者に限られる。チームとして成果を出

し続けることによって、一人ひとりが広い知見を持てる可能性が広がり、機会が増える39。 

                                                  
34 本文 4-1-2-1 図表 82,83 参照 
35 同上 
36 本文 4-1-2-2~4 図表 84,85 参照 
37 同上、特に図表 85 参照 
38 本文 4-1-3-1 図表 86 参照 
39 本文 4-1-3-2,4-1-3-3 図表 87,87 参照 
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一方、チーム作り･アウトソーシング･人材採用の場合には、つなぎ役・触媒となる人

材（ブリッジ役）と全体を俯瞰し、全体最適を実行できるチームリーダーの存在が不可

欠。ブリッジ人材（つなぎ役、触媒となる人、ブリッジ役）は、同時に「チームリーダ

ー」の要件やデジタル化に関する基本知識と本来のものづくりの専門知識も兼ね備えて

いることが求められる40。 

参考：ものづくりデジタル人材（有識者の見方41） 

 AI 時代になると「職がなくなるのではなく、作業のやり方が大きく変わる」人工知能の
進化により、人間の行う仕事は「作業」から「マネジメント」へと大きく移行するという。
（伊本貴士氏42） 

 従来の日本企業が評価・育成してきた「考える」、「試す」といった人材にとどまらず、従
来当たり前に行われてきたアナログ業務の中から IoT に取り組むべき課題の存在に『気付
く』人材、デジタル化の利点や必要性を顧客などに『伝える』ことのできる人材も必要に
なるという。（森川博之氏43） 

【企業が抱える現状と課題（部会メンバーの見方）】 

IoT・AI 時代の社員の再教育・研修では、生産現場人材のデジタルリカレント教育や

生産技術者がデータ収集・活用まで可能となるための言語体系を含めたデジタル再教育

などへの関心が高い。再教育・研修の方法については、業界団体の講習会と大学や研究

機関のプログラムが期待を集めている44。 

既存人材の再教育・研修～ドイツの場合 

ドイツの既存従業員の再教育等とデジタル変革を見据えた教育改革 

 デジタルデバイドを避けつつ、新しいデジタルネイティブを教育し、既存の従業員を再教
育しなければならない。（ドイツ連邦政府の報告書45） 

 職業教育プログラムでは、RAMI4.046、OPCUA47、プログラミング、IT システム管理な
どの科目名が挙がっている。また、社会人にも利用可能な継続学習機会が用意され始めて
いる。無料オンライン教育システム（MOOC）はその一つである48。 

☛人材ピラミッドと層別対策49 

IoT・AI 時代の人材については、「人材」という全体をひとくくりにした議論ではな

く、人材ピラミッドの層ごとの対応という視点が重要である。 

                                                  
40 本文 4-1-3-4 図表 89 参照 
41 本文 4-1-1-1 図表 74,75 参照 
42 伊本貴士氏：IoT 検定制度委員会メンバー兼メディアスケッチ 代表取締役など 
43 森川博之氏：東京大学大学院工学系研究科 教授 
44 本文 4-2-2 図表 94 参照 
45 本文 4-2-2-1 コラム 18 参照 
46 RAMI4.0：インダストリー4.0 の参照基準（Reference Architecture） 
47 OPCUA：OPC Unified Architecture 産業通信用のデータ交換標準、RAMI4.0 に採用される。 
48 本文 4-2-2-2 コラム 19 参照 
49 本文 4-2-3 図表 96~98 参照 
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現場のオペレータ、マネージャークラス、経営層の各層に応じて先進技術への関与の

仕方が異なる。概して上位層に行くほど、一つを掘り下げる視点から全体を広く浅く俯

瞰する視点が重要となる。但し、層別の詳細検討は今後の課題である。 

☛IoT・AI 時代の新たな強みと人材 

従来、日本の製造業の強みは現場力にあるといわれてきた。しかし、IoT・AI 時代と

いう新時代においても通用するのか。メンバーの議論では、もはや強い現場は見られな

いとの見方が支配的である50。 

デジタル化のような言語化、論理化、システム化といったアプローチは、日本は苦手

であり、弱みとされている。克服策としては、日本は製造現場やハードウェア領域の強

みを最大限活用して、より付加価値を付けやすい「ソリューション」を顧客へ提供する

という提案があった。また、新たな強みとして次の 3 つが挙げられる。 

IoT・AI 時代の新たな強み51 

第 1 に、ものづくりでは、匠の技を尊重したデジタル技術と現場の融合・継承が強みとなる。
改善のプロセスのどこをシステム化し、どこを人に頼るのかという検討をとおして、強い
現場力と人財力を活かせるシステムづくり（デジタルアプローチ）との融合を図る。デジ
タル技術を活用して、非効率を解消すれば、日本の現場力も、欧米と競争できる。 

第 2 に、製品・商品開発力の強化。これは、サービス、ソリューション、タイムリーの 3 つ
がキーワード。 

第 3 に、仕組み・システム化で差別化する。そのためには、全体を俯瞰できる人材、全体像
を描ける人材、4 次元的に俯瞰できる人材、デジタル技術を活用し顧客ニーズを把握して、
製品開発に生かせる人材、現場の技術者と ICT を活用した仕組み（システム）やツールと
をブリッジできる人材が必要であり重要。 

 

6-6. 全体のまとめ(ポイント) 

6-6-1.現状と課題 

【生産現場の現状と課題】 

1. 強いと言われてきた現場力への懐疑的見方が拡がりつつある。 

2. 数式化や原理・原則の科学的・工学的表現・知見には弱みがある中で、工学的原点

への回帰の重要性を認識しつつ、先進デジタル技術との融合を進めていく必要があ

る。 

3. 現場力にかつての強みがみられなくなりつつある。しかしその一方で、デジタル化

は確実に進む。エンジニアリング力の強化とともに先進デジタル技術の進化に合わ

                                                  
50 本文 4-2-4-1 図表 101 参照 
51 本文 4-2-4-3 図表 103 参照 
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せながら、これを使いこなせるものづくり能力を涵養・発展させることが求められ

る。 

4. 従来のものづくり能力にデジタル・ケイパビリティを取り込む必要がある。 

5. これまでは現場の摺合せ力に強みを持つといわれてきたものの、良い面と悪い面が

あるのも事実。悪い面や弱い面を先進デジタル技術でカバーしていく工夫が必要で

ある。工学を基本としつつもデジタル技術の取り込みにより、両者のバランスを取

ることが重要である。 

6. 但し、現場を知って、現場でしか発生しないイノベーションもあるという点には留

意が必要である。仮説や課題の設定力、ある程度の解を見抜く力は、その分野の知

見・過去の事例に関する知識が前提となる。前提を満たすだけの「現場力」はやは

り必要ではあるが、ものづくり環境の変化を踏まえると「デジタル化された現場力」

を重視していく必要がある。 

 
【開発設計現場の現状と課題】 

1. 開発設計の現場は、限られたリソースの中で効率重視の分業化が進んでいる。この

分野にも匠が存在する。 

2. 常識や経験不足、前後の工程の理解不足、匠の技の継承や若手への技術継承不足な

ど様々の不足を補う仕組みが欠落。現場の声を吸収・咀嚼して開発設計に反映した

り、設計の深堀・横展開したりする力が弱い。 

3. 設計思想を理解したり、全体を製品としてまとめ上げたりする力の強化も必要。ま

た、生産技術の自動化とリンクした製品開発力やソフトウェアの開発力強化も必要。 

4. 開発設計面で DT・CPS などの先進デジタル技術を使いこなせることが重要である。 

6-6-2.世界の潮流と対応 

【世界の潮流と留意すべき点】 

1. 世界の製造業界は競ってデジタル化・ネットワーク化に向け、邁進している。既存

の個別システムそれぞれを統合化し、さらにモジュール化にも工夫を凝らしている。 

2. IIC ではテストベッドにおいていくつかのユースケースを実証し、実装するための

様々な努力が傾注されている。 

3. 海外ではリーン生産方式の考え方がクローズアップされており、その定着がデジタ

ル化のための前提条件とされている。デジタル化を進めるには、アナログ段階にお
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いてリーン生産方式が導入され、定着していればいるほどその効果を享受しやすく

なるという見方である。デジタル化の流れの中でこの点には留意が必要である。 

【デジタル化に向けた対策シナリオ、新システム導入の進展とそのステップ】 

1. 国の内外にわたって既に FA などの自動化に代表される多くのデジタル化事例があ

る。こうした「従来型システム」の多くは個々に分散して存在しているのが現状で

ある。しかし、現状の多くは（ドイツ流のインダストリー4.0 にならえば）インダ

ストリー3.0 のレベルにとどまっている。 

2. ここに進化しつつある DT,CPS といった新しいデジタルシステムや IoT に AI が加

わった「新システム」の導入が進む。既存の個々のシステムはシステム間の統合化

が進み「よりデジタル化・ネットワーク化された世界」に転換されていく。 

3. 「新システム」の導入によって新しいビジネスが可能になりうることから、ビジネ

ス自体も変革が求められる。あるいはそうした可能性が高まる。 

4. インダストリー4.0 に近づくプロセスを個々に進行させると、その過程で複数の「既

存のシステム」と複数の「新システム」が混在する状態がうまれる。 

5. 従ってシステム同士をより高い次元で統合する必要が出てくる。統合によって全体

像の把握と全体最適が可能な運用を企図することができる。 

6-6-3.日本の機械工業としての対応 

【新時代にむけた戦略転換の必要性：ハードウェア+アルファ】 

1. 機械工業を中心とした製造業が、IoT・AI 時代のものづくりの中で生き残るには「従

来のハードウェア一辺倒からの大胆な戦略転換が必要になる。つまり「ハードウェ

ア＋アルファ」が求められる。 

2. 「+アルファ」の例としては、パーソナライズ化・サービス化、UX(顧客体験)、顧

客との共創などのほか、生産技術や省人化補完技術、職場改善ツールなどが挙げら

れている。 
3. ではこれからの日本が目指すべき新たな強みとは何か、どのような方向を目指すべ

きか、そうした強みを支える人材像とその育成・課題策は何か。いずれも引き続き

検討を要するテーマである。 

【デジタル化に向けた組織面の検討と人材上の課題：RTB と CTB】 

1. ビジネス面では既存事業（RTB：Run the Business）で収益を確保しつつ、デジタ

ル化を活用した新規事業（CTB：Change the Business）の開拓が始まる。いわゆ

るデジタルトランスフォーメーションは、こうした一連の転換や統合・新組織の出

現などを指すと考えられる。 
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2. CTB には、新システムを導入しつつ、システム間の統合を経てハードウェアをベー

スとしたサービス展開52などの新事業を立ち上げ、発展させていくといった事業転

換を果敢に進めていくことが求められる。 

3. ここで新システムには次の 2 つの側面があることに留意する必要がある。一つは中

国でいうところの「インターネット＋」～既存の事業のデジタル化のためのシステ

ム構築であり、もう一つは「＋インターネット」～デジタル化を活用した新規事業

の開拓のためのシステム導入である。 

4. スマート工場をはじめとした生産部門の高度化、効率化を担う立場に限定すると、

RTB 内の生産に関連する直接部門の立場からみたデジタル化を想定することにな

る。こういったケースでは上記 Π型人材や Π型チームといったものづくり内部か

らの人材育成に関する議論が有効である。 

5. 一方、ビジネスそのものの変革を担うセクションである CTB には、ビジネス開拓の

プロフェッショナルに加えて、デジタル化によって可能になるオプションを提示で

きたり、新規事業の生産可能性などを検討できたりといった、複数の専門家を集め

てチームを組む必要が生じる。 

6. いわゆるタスクフォースのようなイメージである。しかし、企業規模などによって

はどの企業においても必要な人材の全てを集めるというわけにはいかない。 

7. 次年度以降、どの方向に向かって議論していくのか、さらなる検討が必要と思われ

る。その詳細は今後に残された課題の一つである。 

 
6-6-4.求められる人材と組織 

【新時代に求められる能力】 
1. これからも必要となる能力としては、全体俯瞰力、想像力、論理的思考力、本質を

見抜く教養力、デザイン思考力、説得力、課題設定力などが挙げられている。 

2. また、物理現象を可視化・解析するツールやシミュレーションツールとしても有意

義な DT・CPS や AI などの先進デジタル技術をいち早く使いこなせることもまた強

みになりうる。引き続き検討を要する課題である。 

【Π型の人材と Π型のチーム】 

1. デジタル化・ネットワーク化を進めるには、先ずアウトソースを先行させ、並行し

てブリッジ人材を確保・育成しつつ、チームの基盤を作るとの提案がみられた。 

                                                  
52 新システムを使った「サービス展開」について、IMD の国際競争力センター所長の Arturo Bris 教授は
「デジタル技術の開発・実装によって、市民や事業に供せられるための『サービスの質と範囲』を改善し
ていく必要がある」と述べ、サービスの質のみならず範囲の重要性を指摘している。IMD World 
Competitiveness Yearbook 2017 Executive Summary のｐ3 から意訳 
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2. 徐々に個々人の成長を図りつつ、チームを Π型チームへと発展させる。 
3. チーム内構成メンバーである個々人は、さらに上のレベルを目指して研鑽をつむ。 

4. Π型を目指す個々人の成長とともに、チームも徐々に Π型のチームに成長する。最

終的には Π型人材が集まる Π型組織が出来上がる。 

【Π型の人材・チームに求められる能力、人材像】 

1. Π型組織の構築と運営にはデジタル化の司令塔が必要である。一般には CDO53がこ

うしたデジタル化を推進するリーダーとされる。 

2. これからの IoT・AI 時代の人材は、Π型人材を目指す必要があり、2 軸 3 軸にわた

る専門知識が求められる。 

3. Π型チームを構成するこうした個人はもとより、特に Π型チームに属する異なる専

門家同士の「つなぎ役」「触媒役」「ブリッジ役」がキーパーソンとして必要である。 
4. こうしたキーパーソンに求められるリーダーシップには、相反するような複数の視

点を有して全体を俯瞰できたり、さらに全体最適を目指したりすることができ、本

質を問い本質を見抜けるといったコンピテンシーが求められる。 

5. Π型チームの構成メンバーには、知識・能力として「原理・原則」や「投資効果の

有効性判断、課題の理解、用語知識、ツールの使い勝手」などの基本を身につける

ことが不可欠となる。但し、個人が Π型人材になれるのは一部の人材であってすべ

ての人材に求めるのには無理があるとの指摘もみられた。 

6. IoT・AI 時代の人材は、自身の専門分野の知識研鑽に加え、もう一つ別の専門分野

にも挑戦する気概や意欲とそれを後押しするための機会が必要である。さらには一

般的なデジタルリテラシーに加え、ものづくりやデジタル化に関する幅広の基本知

識をも備えておくことが必要になる。社会人として継続学習の意欲・能力・機会が

求められる時代を迎える。 

7. 長期的にみると、デジタルリテラシーを高める一環として、国内におけるデジタル

人材基盤（母集団）を拡大する必要性と社会人に対する「学び直しの機会」の提供(再
教育研修、継続教育研修)が必要となってくる。 

8. なお、ドイツでは、大学を中心として MOOC54などを活用したデジタル教育がスタ

ートしている。学習希望者に対する門戸が一般社会人にも広く開放されている。 

                                                  
53 「CDO とは、AI、ロボティックス、IoT、デジタルマーケティング、ドローン、ビッグデータ等を有用

に活用し、日々変化し続けるテクノロジーと消費者の行動に迅速に対応し、 幅広いデジタル戦略を統括、

組織を横断して改革を推進する統括責任者の総称」一般社団法人 CDO CLUB JAPAN の HP から 
http://cdoclub.jp/cdo-club-japan/cdo/  
54 MOOC：Massive Open Online Course の略。大学などの教育機関がインターネットを通じて講義を行
うこと。無料で受講できる。JMOOC（日本オープンオンライン教育推進協議会）は、大学や企業が提供
する全ての MOOC 講座を公開し、日本における MOOC の普及に取組む。コンピュータ科学、統計・数学、
理工系基礎科目などの講座をオンラインで受講でき、修了証も取得できる。https://www.jmooc.jp/  
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【デジタル化対策と人材ピラミッドの視点】 

1. 先進デジタル技術をものづくりに活かしていくには、「人材ピラミッド」のような層

別の対策が必要になる。 

2. 人材ピラミッドは、生産現場におけるオペレータ層、マネジメント層、経営層55の

三層に分かれる。場合によってはマネジメント層と経営層の間に経営企画やデジタ

ル化を統括するセクションのような層を置くという考え方もある。 

3. それぞれの層の役割などはデジタル化の観点から求められる内容が異なるはずであ

る。その詳細は今後に残された課題である。 

【その他の議論】 

こうした議論をしていく中で「そもそも『ものづくりとは』どういうイメージか」、「現

場とはどこまでをイメージしたらよいか」、「日機連ならではの見方とは」といった指摘

がみられた。まだ議論自体は進行形であり、煮詰まったものではないが、とりあえずの

考え方を以下にまとめる。 

☛議論の前提としての「ものづくり」のイメージ 
本事業は、日機連の部会である。「ものづくり」の対象は「日機連会員企業が担

う事業領域、できれば最大公約数的な領域」であることが望ましいのではないか。 

☛議論の前提としての「現場」のイメージ 
日本のものづくりの強みは「現場力」だといわれている。では現場とは何を指す

のか。「現場」という言葉は、漠然とはしているが、第一に、「生産の直接部門」を

指すと考える。他方で「非現場」とは経営層も包摂した間接部門である。 
一般的に「直接部門」として考えるときには、エンジニアリングチェーンがメイ

ンとなる。厳密にどの部署を含むかは各事業特性にもよる。強いて言えば、開発・

設計、生産、製造などの語句が関わる部署が含まれる。一方、間接部門は、人事、

労務、総務、財務、経理、企画、広報などを指す。 

☛議論の前提としての「日機連ならではの見方」のイメージ 
IoT・AI 時代の市場の参加者(プレーヤー)はだれか。まず思い浮かぶのはグーグ

ル、アップル、マイクロソフト、アマゾンといった IT 系大企業群である。いずれも

IT 系分野ではそれぞれ独自のプラットフォームの構築に成功しており、その影響力

は計り知れない。 

                                                  
55 グローバルの企業・組織に設置される重要な役職 CEO、CIO、CFO、COO、CMO と並び、CDO（Chief 
Digital Officer）の設置が進む。CDO はデジタルトランスフォーメーションを推進するリーダーとの位置
づけ。（CDO CLUB JAPAN の HP から http://cdoclub.jp/news/1/） また、従来は、事業の 3 要素はヒト、
モノ、カネ、或いは情報を入れて 4 要素といわれてきた。デジタル化時代にはさらに「スピード」の必要
性が謳われている。（井上友貴氏[在サンフランシスコ総領事館領事]、日刊工業新聞 H30.1.29「シリコンバ
レーから学べ」の記事から） 
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また、デジタル転換を大胆に進めた GE 社、Bosch 社、シーメンス社や、ERP
で強みをもつSAP社などの米独大企業も IoTなどのプラットフォーマーとしてその

存在感は大きい。 
国内でも IT 系・電子系企業のほか、工作機械や産業ロボットメーカーなどが、

独自のプラットフォームを構築しようとしている。 
こうした動向に対し、多くの機械工業系企業が目指す方向はと問えば、それはプ

ラットフォームの構築を目指す立場というよりは、適切なプラットフォームを活用

して自社のビジネス展開や生産プロセス変革に資するという立場になると考えられ

る。つまり、あくまで「ユーザー」の立場に立ち、ユーザーとしての見方で、現下

の現象・動向を観察し、新しい時代に立ち向かえるだけの準備に必要な課題を検討

する。これが本事業の趣旨であり、日機連らしさにつながる方向ではないかと考え

られる。 

7. 本事業の実施項目とメンバー認識調査 

初年度事業では、専門部会委員に対するメンバー認識調査を 2 回実施した。部会開催

前の 9 月に実施した「事前アンケート」と年末を挟む 12 月に実施した「12 月アンケー

ト」である。それぞれ、自由記述によるアンケート形式とした。 

そのほか、外部講師による部会内講演を 4 回。インダストリー4.0 や IIC 等の海外情

報、内外の先進事例などに関する基礎資料の収集・整理。基礎資料やブレーンストーミ

ングなどをベースに部会内での議論を実施した。 

ここでは、2 つのメンバー認識調査の要旨と、調査項目、回答の自由記述からピック

アップしたキーワード、並びに、部会で議論された主要な論点について整理した。 

7-1. メンバー認識調査の概要 

本年度実施したメンバー認識調査は、以下のとおりである。 

第 1 に、「製造業デジタル化についてのメンバー認識調査(部会開催前 9 月実施)」以

後「事前アンケート」と略す。第 2 に、「部会で浮上した論点に関するメンバーの認識調

査（第 3 回部会後の 12 月実施）」以後「12 月アンケート」と略す。 

7-2. 「事前アンケート」実施の背景と目的、概要 

本年度のテーマ「IoT・AI 時代のものづくり人材」を検討するにあたり、本事業に参

加する委員メンバーに対する記名式の事前アンケートを実施した。 

実施時期は、専門部会が開催される直前の 9 月である。設問内容は、個人としての本

テーマに関する認識や考え方、期待していること等に関することなどである。回答は自

由記述式とした。 
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その狙いは、本事業の運営に資することにある。部会メンバーの参加意義をより高め

ることができるような情報を事前に極力探りだすこと。そうした方向に沿って運営する

ことなどを展望している。 

日機連における先行調査研究である「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査

研究」事業の際には、急激なパラダイムシフトが「日本の強み」や「現場力」「匠の技」

といった伝統的な日本らしさにどのようなインパクトを与えるのかといった議論が度々

クローズアップされた。そこで本事業においても同様に、事前に「強み」「現場力」など

に関するメンバーの認識などを探ることにした。 

実際のアンケートでは例えば、現場力について「従来の『強み』といわれている現場

力とは、現場で働く人が、五感という『センサー』を磨き続けて仕事に打ち込むという

高い意識と感度に支えられていた」といった考え方を提示して、現場の実情や今後の見

方に関する考え方などを問うといった設問にしている。 

このほかの見方として次の諸点を挙げている。「これからの『強み』は、元々強い現

場が、人と機械等のセンシング能力を IoT 等でアップし、AI も活用して更に強くなるこ

と」或いは「業務に携わる人の働きが鍵となる」、「センシング能力の高い人が、『センサ

ー』を備える機器などの情報（IoT）や AI といった最新テクノロジー、システムを使い

こなせることが『強み』となる」「デジタルリテラシーが必須となる可能性がある」など

である。回答者はこのような見方を参考に、回答者個人の立場で自由に考え方などを記

述する。 

本専門部会に参加した理由や問題意識についても尋ねたところ、最も多くの支持を集

めたのは「IoT・AI 時代に求められる『人材像』やその役割・能力について考えてみた

い」であった。次いで「IoT・AI 時代に向けたこれからの人材確保・育成についてよく

考えてみたい」そのほか「デジタル化・ネットワーク化に伴う新しい現場力に関する理

解を深めたい」などである。 

7-3.「12 月アンケート」の位置づけと概要 

年末にかけて実施した「12 月アンケート」は、「事前アンケート」での現状認識とそ

の後の部会での議論において俎上に上った論点を中心に設問している。その狙いは、論

点のさらなる深堀と深耕を図ることによって、本専門部会の初年度の報告とするととも

に、今後の事業方針のヒントを得ることにある。 

次に「12 月アンケート」の結果を概括する。現状をみると日本の現場力はすでに「強

み」とは言えないとの認識がいくつかうかがえた。また、これからについても、現場が

強みを発揮し続けることは難しい課題であり、最新の先進デジタル技術を使いこなさざ

るを得ない。先進デジタル技術を使いこなすことができれば、それは強みになりうる。
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究極的にはものづくりとデジタルの両刀使いを意味する「Π型56人材」が必要になるな

どである。 

7-4. 書面調査式アンケートにみる主なキーワード 

以下は、回答結果の記述内容から、本専門部会のテーマとの関わりで抽出したキーワ

ードを基に、分野別にまとめてみたものである。例えば、「工学・原理・原則・シミュレ

ーション等」「人材・能力・スキル等」「人材育成と組織再編（デジタルシフト対応)）「強

いといわれてきた『現場力』」「ハードウェア+アルファ」などに関する論点がうかがえる。 

【工学・原理・原則・シミュレーション等】 

・原理・原則、工学の原点回帰、科学的アプローチ、エンジニリング 
・理論から数式化、分析からモデル化、シミュレーションに基づくアプローチ 
・設計思想、設計にも匠、より高度な設計力、3D 設計 
・匠の技と自動化の組み合わせは強み、自動化技術への AI 適用は強み 

【人材・能力・スキル等】 

・ものづくり人材、従前のシステム人材、ソフトウェア開発力、アジャイル開発
・ものづくり系とデジタル系の両刀使い（＝Π型人材）、Π型チーム、 
・両系の間をつなぐ人材・ブリッジ人材・触媒となる人材 
・全体最適志向、論理思考力、なぜなぜ分析力、課題設定力、全体俯瞰力、想像

力、2 軸 3 軸の知識学習力、教養力、本質や解を見抜く力、直観力 
・相反する視点を使いわけるセンス・バランス感覚、使いこなす技術、 
・ハイコンテクスト社会、ローコンテクスト社会、システムアプローチ 

【人材育成と組織再編（デジタルシフト対応)） 

・初めはアウトソース、最終的・究極的にはインソース、チームとしてのΠ型 
・学習・経験を積む場、学びなおす機会、追加研修、組織的戦略的体制構築 
・デジタルを使いこなせる組織と協働で使いこなせる組織、生産系組織で育成 
・先進デジタル技術の必要性理解・全社的推進、Π型組織として機能する仕組み
・人材ピラミッド、層別の検討 

【強いといわれてきた「現場力」】 

・強い現場力、現場力の強み、継続的に強い現場であるべき、強みとは言えない
・先進技術をいち早く使いこなせる、 
・デジタル機器を意識せず利用できる、摺合せ力のスピードアップ 
・匠と先進デジタル技術の融合、遅れがちの技能継承、尊重され続けるべき技能
・プログラミングレスなツール、直感的ツール、匠世代の退職 

                                                  
56 本報告書では、Π型（パイ型）人材という用語を、機械・電機などのものづくり系の技術・知識と IT
や ICT などのデジタル系の技術・知識の双方を身につけた人材（両刀使い）の意で使用する。 
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【ハードウェア+アルファ】 

・顧客との共創、顧客目線のハードウェア 
・ユーザーの経験価値、顧客の真の価値 
・デザイン思考、デザイン志向、パーソナライズ 

 

7-5. 専門部会で議論された主な論点（現状認識、求められる人材像、課題） 

ここでは、専門部会での議論から主な論点として以下の 3 つ、「これまでの強み」と

「これからの強み」「目指すべき人材像」に焦点を当てている。以下はメンバーの主な意

見や認識などを整理したものである。 

【これまでの強み：「現場力」と摺合せ能力】 
 日本の強みとされて来た「現場力」について、「現場に於ける摺合せ能力が優

れている」という見方がある一方で、「摺合せには強みと弱みの両面が存在す

る」という指摘もみられた。 
 「現場力の強さ故に数式化に遅れを取った」という見方や「摺合せには手間

暇がかかるが、これは弱みだ」との指摘もみられた。 
 但し、「先進デジタル技術を使いこなすことができれば、摺合せの弱みをカバ

ーすることができる」という指摘もあった。 

  【これからの強み：先進デジタル技術の使いこなし】 
 先進デジタル技術を使いこなすには、全体を見ることができる人材の不足と

経営トップの認識不足の解消が不可欠である。 
 「機械系が使えるツール」の開発と「ものづくりとデジタル」の両刀使い(Π

型人材)が必要となる。 
 数式化と科学技術的表現としての原理・原則、現場・現物・現実の 5 ゲン主

義の徹底には課題がある。 
 ものづくりの基礎知識や IT リテラシーを有する人材基盤（母集団）の拡充が

必要である。 
 デジタル化は進むが従来からのアナログ技術も依然として重要であり、先進

デジタル技術とのバランスを図る必要がある。 

  【ものづくりデジタル人材像：Π型の能力とΠ型チーム】 

Π型(両刀使い)人材・Π型組織の構築・育成には、個人と組織のスパイラル的成長を

展望するという、時間の要素を考慮した視点が重要である。 

☛Π型人材が究極的には必要である。しかし、現実には簡単ではない。そこで、ま

ずはチームとしての Π型人材育成を目指すという提案がみられた。 
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 最初は（先進デジタル技術を活用する）チームとして発足し、アウトソース

を活用しながら、チーム内メンバーのデジタル技術練度の向上を支援しつつ、

チームとしての活動をさらに進める。 
 そうしたチーム活動を経験していくと、個々のメンバーが成長し、チームの

レベルが高まる。 
 チームと個人の双方がスパイラル的に発展・成長する仕組みが必要である。 

☛但し、「つなぎ役」、「仲立ちができる人材」、「ブリッジ役」の人材が不可欠。これ

はチームとして活動を進める場合にも、アウトソースする場合にもあてはまる。 
 ブリッジ役がうまく機能すればアウトソースも機能し、ブリッジ役とともに

アウトソースされる仕事を理解し咀嚼していくとその人材も成長できる。 
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第Ⅰ部 本編 

序章 事業概要 

今、我が国の機械工業は、IoT・AI 時代と呼ばれる新しい時代を迎えようとしてい

る。IT 系などにみられる目覚ましい技術革新、新興国の急速な追い上げ、先進国の製

造業高度化戦略（or 先進製造業戦略）の推進、海外製造企業の大胆な事業戦略の転

換など、我が国を取り巻く環境は激変しつつある。 

そこで本事業は、環境要因とその動向を分析することにより、ものづくりと人の役

割に及ぼす影響を展望し、機械工業としての対応課題と人材の問題を調査研究する 3
か年事業の初年度目としたスタートした。 

1. 事業の背景 

本事業「平成 29 年度 IoT・AI 時代のものづくりと人の役割変化への対応調査研究」

の背景は、以下の通りである。 

IoT・AI 等に代表される近年の技術革新は、従来にないスピードとインパクトで進行

している。こうした技術革新の波は製造業にも押し寄せてきており、製造業は新たな

時代の到来を迎えつつある。（一社）日本機械工業連合会では平成 26 年度から 28 年度

までの 3 か年にわたり、「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」に取り

組んできた所以でもある。 

新時代においてはデジタル化とネットワーク化が進む。システムのシステムが構築

され、モジュール化の巧拙が競争力を左右する時代が到来する。 

従来は見えてこなかった匠による暗黙知の中身やユーザーの使用状況・使用環境な

ど、様々な事象が可視化・解析されて事業に関連する全体が俯瞰できるようになる。

従来からあるデータばかりでなく、従来は顧みられなかった新規のデータも収集・蓄

積され、AI などを駆使して解析される。新しい知見・気づきが生まれ、新しいビジネ

スモデルによって競争力を強化できる可能性が高まる。 

このように製造業を取り巻く競争環境が激変する。ビジネスや事業組織は抜本的な

見直しが求められる。従来のモノや製品を作って「売る」だけの時代から、ハードウ

ェアの売り方をはじめとして売った製品をベースとした新たなサービスを展開し続け

るといった新しいビジネスが始まっている。事業組織の見なおしも求められる。 

日本の製造業は、このような時代の変化を踏まえた新しい「強み」を見出すことが

できるのか。厳しさを増す国際競争に打ち勝つことができるのか。技術革新に伴う人
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の役割変化に対応していくことができるのか。いずれも喫緊の課題である。共通する

のは人材の問題である。人材の量と質がカギを握っている。 

2. 事業の目的 

本事業の目的は、デジタル化・ネットワーク化やシステム化・モジュール化といっ

た国内国外の最新動向や日々めまぐるしいほどの進歩を見せている技術革新の実態な

ど、製造業をとりまく環境要因とその動向を分析することにより、ものづくりと人の

役割に及ぼす影響を展望し、機械工業としての対応課題と人材の問題を明らかにする

ことである。 

特に、製造業のパラダイムシフトへの対応として求められる、「新しい現場力」や新

しい「人の役割」、求められる人材像、人材の確保・育成策、管理方策等を探ることに

より、新しい時代に求められる現場力の姿や支える人材、目指すべき製造業の強みに

ついても検討を行う。 

具体的には、次の 4 つの活動を行う。 

第 1 に、IoT・AI など新時代を象徴するテーマとして各国の政府、企業、産業団体、学

術団体などの戦略や取組など、本事業の基礎となる情報収集。 

第 2 に、本事業の参考に資する部会内での講演。 

第 3 に、専門部会委員を対象とした自由記述式のアンケート(2 回実施)やブレーンスト

ーミングなど委員意見の反映。 

第 4 に、専門部会各回における議論。 

3. 主な検討項目 

3-1. 事業環境の変化 
 ものづくりを取り巻く事業環境 
 産業革命と世界の動向国内の関連動向 

3-2. 進行するパラダイムシフト 
 技術革新（パラダイムシフトの原動力・起爆剤） 
 デジタル化と世界の動向 

3-3. パラダイムシフトへの対応 
 IoT・AI 時代のものづくり  
 IoT・AI 時代を迎える日本の現状と課題  
 IoT・AI 時代に目指すべき方向 

3-4. IoT・AI 時代の人材 
 ものづくりデジタル人材」 
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 企業が抱える現状と課題題 
3-5.残された課題 

4. 運営・推進体制 

4-1. 運営推進体制 

日本機械工業連合会の内部に、平成 29 年度委員名簿に記載された企業側委員と

RRI57のメンバーからなる専門部会（以下、部会と称する）を設置した。専門部会は

「IoT・AI 時代のものづくり人材調査専門部会」と称し、調査研究テーマは「IoT・AI
時代のものづくりと人の役割変化への対応調査研究」とした。 

4-2. 運営上の工夫 

部会の運営については、今年度初めに部会に先立つ形で幹事会を設け、部会長と事

務局関係者及び事務局により、部会運営の方向性を検討した。 

部会では有識者による講演会の開催（講演45～60分+質疑応答）を織り交ぜつつも、

部会委員企業に対する書面調査（都合二回実施）、調査機関の作成資料などを基に、議

論を重ねることにより事業を進めた。この間、部会にてブレーンストーミング形式で

の議論も行った。なお、報告書の原案は調査機関が作成した。 

5. 実施内容 

平成 29 年度に設置された「IoT・AI 時代のものづくり人材調査専門部会」は、9 月

28 日に初回を開催、以降、10 月、11 月、1 月、2 月と計 5 回開催された。 

これらの部会での講演や議論のほかには部会委員各位に対する書面調査を二種実施

した。一つは「事前アンケート」、もう一つは第三回と第四回の間にやはり書面形式で

実施された委員各位に対する「12 月アンケート」である。前者は専門部会に先立って

実施され、第 1 回の部会で結果が報告された。後者は第三回に実施したブレーンスト

ーミングを踏まえて実施され、結果は第四回にて報告された。詳細は後述。 

5-1. 各会の開催議題等 

第 1 回専門部会 
１．日 時： 平成 29 年 9 月 28 日（木） 15:00~17:00  
２．場 所： 機械振興会館 6 階 6D-3 号室 
            東京都港区芝公園 3-5-8  
３．議 題：（１）自己紹介（本調査に対する関心事項、期待すること等も含めて）  

（２）講演「Connected Industries 実現に向けた製造業におけるデジタル人材

                                                  
57 RRI:ロボット革命イニシアティブ協議会；Robot Revolution Initiative の略 
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育成について」 
講師：経済産業省 製造産業局 総務課 課長補佐 池田陽子氏 

（３）調査の進め方等について 
（４）今後の活動について                

第 2 回専門部会 
１．日 時： 平成 29 年 10 月 23 日（月） 14:30~17:00 
２．場 所： 機械振興会館 6 階 6D-3 号室 
            東京都港区芝公園 3-5-8  
３．議 題：（１）講演「AI で企業を強くする～IBM コグニティブマニュファクチャリン

グの背景と戦略～」 
講師：日本アイ・ビー・エム(株) 技術理事 グローバル・エレクトロニ

クス・インダストリー CTO 山本 宏氏 
（２）調査報告及び討議 

報告：日鉄住金総研(株) 客員研究主幹 山藤康夫氏 
第 3 回専門部会 

１．日 時： 平成 29 年 11 月 28 日（火） 15:00~17:00 
２．場 所： 機械振興会館地下 3 階研修 1 号室 
            東京都港区芝公園 3-5-8   
３．議 題： 論点抽出のためのブレーンストーミング 

第 4 回専門部会 
１．日 時： 平成 30 年 1 月 19 日（金） 14:30~17:00 
２．場 所： 機械振興会館 6 階 6D-2 号室 
            東京都港区芝公園 3-5-8   
３．議 題：（１）講演「生産性、安全性を向上させる IoX ソリューション」 

講師：新日鉄住金ソリューションズ(株) IoX ソリューション事業推進部

専門部長  井 上 和 佳 氏 
（２）追加コメント、補足意見等のアンケート結果報告 
（３）平成 29 年度報告書 骨子(案)について 

第 5 回専門部会 
１．日 時：平成 30 年 2 月 27 日（火） 14:30～17:00 

２．場 所：機械振興会館 6階 6D-2 号室 

３．議 題：（１）講演：Amazon Robotics Challenge への挑戦―深層学習によるロボットの知

能化と課題― 

講師:中部大学 工学部 ロボット理工学科 教授 藤吉弘亘氏 

（２）平成 29 年度報告書(案)についてのレビュー  
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5-2. 書面調査形式による 2 つのメンバー認識調査 

委員メンバーに対する認識調査 2 つののうち、最初の認識調査は「製造業デジタル化

についてのメンバー認識状況調査(部会開催前 9 月実施)」。以後、「事前アンケート」と

略記。もう 1 つは、「部会で浮上した論点に関するメンバーの認識状況調査（第 3 回部会

後の 12 月実施）」以後「12 月アンケート」と略記。以下はそれぞれの概要である。 

5-2-1. 「事前アンケート」 

5-2-1-1. 「事前アンケート」の実施概要 
アンケート調査名は、「『IoT・AI 時代のものづくりと人の役割変化への対応調査研究』

に関する事前アンケート」である。参加企業の登録メンバー18 委員に対して、第一回専

門部会の直前に実施し、全員からの回答を得て集計したものである。 
「事前アンケート」の狙いは、各委員が個人として、今回の専門部会に参加する理由

や問題意識、認識を問うこと、および、各委員が期待している内容を把握することによ

って専門部会の運営方向をより委員各位のニーズに沿う形にすることなどである。アン

ケートの主な質問項目は以下のとおり。 
A．部会に参加された理由／問題意識について 
B．各委員の現在の業務 
C．IoT・AI 時代と聞いて思い浮かべること 
D．IoT・AI 時代にこれから必要になる人材とは 
E．企業におけるデジタル化・ネットワーク化の課題 
F．IoT・AI 時代における社員の再教育・研修、継続教育・研修・訓練 の進め方 
G．本専門部会で検討したい項目 

以上の質問構成を図示したものが次図である。参加者本人に関する設問では、所属企

業の方針を問うというよりは、参加者個人としての考えを調べるという趣旨から、当専

門部会に対する期待や参加理由、問題意識、製造業のパラダイムシフトに関する認識状

況を問う内容になっている。次いで「対象人材のイメージ」「人材の現況と課題」「人材

育成」に関する設問を行った。 
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図表 1 事前書面調査の設問内容とその構成概要 

A.参加者本人 
A1.部会への期待 
A2.部会参加理由 
A3.問題意識 
 
A4.認識状況⇒⇒

B.対象人材イメージ 
B1.対象層：経営・管理・ 

現場別、職種別、--- 

B2.求められる人材像役割能力 

 (デジタルリテラシー) 

B3.呼称：ものづくりデジタル人材？ 

C.人材の現況と課題
C1.デジタルリテラシーの現
状と課題 
C2.教育研修制度の現状 
C3.今後の習得環境整備方針

D.人材育成（目指す姿） 

D1.継続教育・研修の方法： 

社内再教育研修、外部派遣、個人

の e-Lerning（MOOC） 

D2.同上の教育者： 

大学・研究機関、民間企業 

事前アンケート 

事後アンケート 

A’モノづくりのパラダイムシフトに対する認識
（IoT/AI 利活用、工場のスマート化=デジタル
化・ネットワーク化、ビジネスモデル見直し=デ
ジタル変換等、組織風土の変革、組織再編など
の必要性） 

A4.認識状況

 
出所：平成 29 年度「事前アンケート」の調査票の説明部分から NSRI 作成 

 
5-2-1-2. 「事前アンケート」の結果概要 

実施時期が 9 月と専門部会開催前であったことから、参加した理由や問題意識を尋ね

ることにした。最も多くの回答が得られたのは（下図参照）「IoT・AI 時代に求められる

「人材像」やその役割・能力について考えてみたい」。次いで「IoT・AI 時代に向けたこ

れからの人材確保・育成についてよく考えてみたい」。そのほか「デジタル化・ネットワ

ーク化に伴う新しい現場力に関する理解を深めたい」などの回答が続いた。 

図表 2 専門部会に参加した理由と問題意識(n=18,MA) 

2

1

6

8

5

3

1

7. その他

6. IoT・AI時代に向けた自分の周りの

業務の進め方を抜本的に見直してみたい

5. IoT・AI時代に向けたこれからの人

材確保・育成についてよく考えてみたい

4. IoT・AI時代に求められる「人材」像

やその役割・能力について考えてみたい

3. デジタル化・ネットワーク化に伴う新

しい現場力に関する理解を深めたい

2. IoT・AI時代の「人材」に関する理

解を深めたい

1. IoT・AI時代の理解を深めたい

A.部会参加理由／問題意識

 
出所：平成 29 年度「事前アンケート」から NSRI 作成 
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なお、上図（部会参加理由／問題意識）以外の設問に対する回答状況については、本

文を、関連資料については参考資料編を参照されたい。 

5-2-2. 「12 月アンケート」 

12 月に実施したアンケートの調査名は、「『IoT・AI 時代のものづくり人材調査専門

部会』に関するアンケート」である。 

5-2-2-1.  「12 月アンケート」の実施概要 
この「12 月アンケート」では、「事前アンケート調査」の結果を踏まえ、第 1~3 回に

わたる専門部会での講演や配布資料、ブレーンストーミングなどの議論を基に、焦点と

なったいくつかのテーマを取り上げている。 

本調査を実施した背景としては、部会での議論で十分に意を尽くせなかったケースが

想定されることや部会での発言のきっかけがつかめないままとなった委員、都合により

当日欠席した委員の意見をも極力吸い上げる必要があることなどが挙げられる。 

以上から、各論点のさらなる深堀と深耕を行うことを狙いとして、改めて委員各位に

対する書面調査を実施することにしたものである。また、さまざまの意見を収集するこ

とによってより多くの視点を得たり、委員の関心の在り処やキーとなる考え方などのポ

イントを探ったりすることなどのほかに、部会での活動をベースに初年度としての議論

の集約のポイントとなりそうな知見を得ることや次年度以降へのつなぎとなる課題など

を抽出する際の参考にすることなども狙いとして実施した。 

設問項目は、ものづくり世界のトレンドに関する認識状況やブレーンストーミングで

話題となったテーマである以下の諸点、「数式化が海外比遅れている」「先進技術の使い

こなし」「生産現場は強みとなるか」「開発設計現場の現状と課題」「原理・原則、工学的

原点回帰」に関するもの。また、IoT・AI 時代のものづくり人材に関する認識として「Π

型人材・Π型チーム」「ハイコンテクスト」「アウトソースとインソース」「人材ピラミッ

ド」「日本が目指すべき方向」「ハードプラスアルファ」「デジタルアプローチと直観力」

「機械系が使えるツール」などである。いずれも回答は自由記述方式によることとした。 

5-2-2-2.  「12 月アンケート」の結果概要 
最終的に 1 月上旬まで回収を継続したが、13 社から書き込まれた調査回答書が寄せ

られた。回答結果については、回答ごとに入力を行い、キーワードを抽出、カテゴライ

ズをしたうえでテーマ別に本文中にて図解を行った。 

主な結果のポイントは以下のとおりである。 

例えば、ものづくり世界のトレンドの設問の中で、「基盤技術等の数式化では海外比

遅れているとの指摘がある」という点については、「遅れている」とみる見方と「遅れて
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いるとは言い切れない」といった見方が拮抗している。しかしながら概して「程度に関

する見方の違い」といった感が強く、少なくとも進んでいるという見方は皆無であった。 

また、「先進技術が使いこなせることも強みになるとの指摘」に関しては、「強みにな

る」と肯定する回答が多数を占めた。そうでない回答についても「使いこなせないと逆

に弱みに」とか「使いこなすことは最低限必要・重要」といったより強調する回答が多

く、この設問に関する認識はほぼ共通しているといえる。 

部会で実施したブレーンストーミングにおいて話題となった人材ピラミッドや Π型

人材か Π型チームかといったテーマについても、有意義な回答が寄せられ、次年度以降

につながる課題の候補となるような回答が得られている。 

こうした回答はその大半が図解され、本文中のそれぞれ該当する章節に配置されてい

る。詳細は本文を参照されたい。 

6. 用語 

ここでは本報告書で使用する専門用語等について整理する。本報告書で使用される用

語をみていくと、同じ内容のことを様々な言い方で表現されたり、一見すると相異なる

用語が実は同義で用いられたりすることがある。そもそもの意味合いが曖昧であるか、

多義的に使われることによって、何となく意味は通じる気になるものの、厳密にみると

分かりにくさが残る言葉づかい（一種のバズワード）がみられる。本報告書でもその弊

は免れないが、ここで概略の用語法について一通りまとめておくことにする。 

1. 製造業のパラダイムシフト：日機連「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調

査研究」平成 26～28 年度報告書で取り扱ったように、端的には製造業が「デジタ

ル化・ネットワーク化」を進めることをいう。 
2. モジュール化・システム化、システムの統合、システムオブシステム、インテリジ

ェント化：いずれも製造業がデジタル化・ネットワーク化を進める過程で必要とな

るプロセスや考え方を説明する際に使用される。いずれも重要な概念であり、デジ

タル化・ネットワーク化とほぼ同義と考えられる。 
3. 製造業のデジタル化：「デジタル化」は非常にあいまいな概念ではあるが、1.と 2.

を包括的に表現するときには便利な用語である。本報告書でもこの意味で使用する。

本事業では「新次元の製造業」或いは「IoT・AI 時代の製造業」という場合、製造

業のデジタル化と同義であるが、デジタル化をより詳しく説明したいときには 1.2.
のような表現を用いることがある。 

4. IoT（インターネットオブシングス）：字義どおりに解釈すれば「もののインターネ

ット」である。狭義にはセンサーと通信機能の付いたものをインターネットにつな

げる意となる。インターネットにつながると収集されたデータはサイバー空間に蓄
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積され、適宜 AI などを用いて分析される。分析結果は再び人や物にフィードバッ

クされ、新しい作動や新しい知見、新しいビジネスにつながる。ここまで含む場合

は広義の IoT となる。実際多くの場面で現代のデジタル化を一括りにして表象的に

使われる語となっている。例えばインダストリー4.0 も IoT と同義とされている。

マスコミで IoT という場合、1.2.3.などを総称して使われていることが多い。 
5. IIoT(インダストリアル・インターネットオブシングス)は産業の IoT のことである

が、米国などでは IoT の範囲を産業に限る場合(医療や農業などにも使えるから)に
IIoT が使われている。 

6. IIC（インダストリアル・インターネット・コンソーシアム）：GE 社など米国企業

を中心に活動している産業インターネットの標準化団体。詳細は本文参照。 
7. Industrie4.0:ドイツの産学官が連携して進めているドイツの製造業デジタル化戦略。

第四次産業革命を謳っている。詳細は本文参照 
8. デジタルトランスフォーメーション：デジタル化に伴う変革や革新活動のプロセス

を推進するといった意味あいで使われる。詳細は本文参照。 
9. デジタイズ、デジタイゼーション：画像などのアナログ情報を情報処理が可能なよ

うにデジタル値(例、2 値のビット)に変換することをいう。 
10. デジタライズ、デジタライゼーション：あらゆることがデジタル化され、デジタ

ルの世界で物事が処理できるようにするといった意味合いで使われることが多い。 
11. AI：Artificial Intelligence の略。人工知能と訳される。AI とは58、「人間の知的営

みをコンピュータに行わせるための技術のこと、または人間の知的営みを行うこ

とができるコンピュータプログラムのこと」。 
12. DT:Digital Twin の略。デジタルツインとは59、「工場や製品などに関わる物理世界

の出来事を、そっくりそのままデジタル上にリアルタイムに再現する」こと。詳

細は本文参照。 
13. CPS:サイバーフィジカルシステムのこと。一般社団法人電子情報技術産業協会

（JEITA）によれば「CPS とは、実世界（フィジカル空間）にある多様なデータ

をセンサーネットワーク等で収集し、サイバー空間で大規模データ処理技術等を

駆使して分析／知識化を行い、そこで創出した情報／価値によって、産業の活性

化や社会問題の解決を図っていくもの」である。これは対象を製造業に置き換え

ればそのまま「製造業のデジタル化」と同義となる。ドイツのインダストリー4.0
は IoT といわれたり、CPS といわれたりするが、その内容は同じことを表わして

いる。詳細は本文参照。 

                                                  
58 IT 用語辞典バイナリから https://www.weblio.jp/content/AI?edc=BINIT  
59 「IoT｛Internet of Things｝まとめ」から

http://iot-jp.com/iotsummary/iottech/digital-twin%EF%BC%88%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83
%AB%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%89/.html  
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14. デザインシンキング：デザイン思考。この場合のデザインは日本語のデザインと

設計の両方の意味合いを有する。デザイナーのやっている思考法を設計開発に応

用したもの。詳細は本文参照。 
15. クリティカル・シンキング：それは本当に正しいのかといった「批判的思考」の

こと。その方法論はいろいろみられるが、そうした姿勢や態度を重視する点は共

通している。 
16. ものづくり：この場合の「もの」にはあらゆる「もの」が含まれる。リンゴ農家

の場合も、陶芸家もものづくりを行っているといえる。本事業では日機連の会合

であることから、会員企業の行っている事業を指すことになる。しかし、その事

業は多種多様である。従ってここでの「ものづくり」は、できる限り最大公約数

的な事業をイメージして進めることになる。 
17. 現場：現場が何を指すか厳密に決めるのは難しい。ここでは、いわゆる直接部門

と称される生産、製造、設計・開発とその関連部門などを、人事・総務・労務・

財務・経理・広報などの間接部門と対比して捉えることにする。 
18. Π型：パイ型(πの大文字)。2 種類の専門性を有する「両刀使い」を指す。I 型は

一つの専門性のみ。T 型は一つの専門のほかに幅広い知識・知見を有する。詳細は

本文参照。 
19. ものづくりデジタル人材：本事業が対象とする人材の暫定的呼称。 
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第 1 章 マクロ環境の変化(問題提起) 

本章では、事業環境の変化を概観する。ものづくり環境を俯瞰する観点から、世

界のマクロトレンドとしての「デジタル革命」と新しい「産業革命」を取り上げる。 

日機連の先行調査研究の成果から、製造業のパラダイムシフトと新次元の製造業

のイメージを確認する。また、新産業革命の世界各国の直近の取組状況を概観する。

独・英・米・中・韓の諸国の製造業戦略に関する取組に注目する。 

そのベースは各種文献やネット検索、メールマガジン、各種シンポジウムなどで

ある。 

1-1. ものづくりを取り巻く事業環境 

ものづくりを取り巻く環境として社会・経済・技術のマクロトレンド・流行に焦

点を当てて現下の環境を俯瞰することとする。 

1-1-1. デジタル革命と産業革命 

ものづくりを取り巻く環境は大きな変化を経験してきた。通信手段を振り返ると、

電信・電話の時代から、ケータイへ、さらにスマホへと変化した。インターネット

の普及により世界中がつながる時代になった。インターネットは個人間のコミュニ

ケーション手段から、さらにつながる領域を拡大し、産業内・産業間で様々な用途

に使われる時代を迎えている。 

工業社会から情報社会に移り、さらにソーシャルネットワーキングから産業のネ

ットワーキングへと変化が進む。また、自動運転やドローン配送、自転車・宿泊の

シェアリングビジネスなど、インターネットジャイアンツやシリコンバレー型スタ

ートアップの影響力は計り知れない。世界時価総額のトップ 4はアップル、アルフ

ァベット、マイクロソフト、アマゾンである。（日本勢のトップは 43 位にトヨタ自

動車） 

本節ではこうした現象を捉える言葉であるデジタル革命、産業革命、デジタルト

ランスフォーメーションについてその概要をみておく。 

1-1-1-1. デジタル革命 

（１）ドイツのデジタル革命 

フィナンシャルタイムズは「なぜドイツはデジタル化を急ぐのか」と題する社説

（2017 年 1 月 25 日付60）を発表した。その最大の要因として「シリコンバレー・

イノベーション」を挙げている。 

                                                  
60 Financial Times、2017.1.25 を基に NSRI 作成 
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「シリコンバレーからの(ものづくりへの）浸食が始まっている。シリコンバレ

ーでは従来、接点のなかった 2 つの分野「ソフトウェア」と「バイオロジー」の両

者の接点から「新しいデジタルビジネスが続々と勃興」している。一方、「自動車や

機械といったドイツの看板産業は危殆に瀕している」というのが同紙の見立てであ

る。 

こうした攻勢に対し、ドイツが用意した対抗措置が「インダストリー4.0」だと

いう。将来の工場のデジタル化・ネットワーク化とロボット連携の普及による完全

な自動化生産を展望した構想である。長期の視点からあるべき姿が構想され、その

実現に向けてまい進している。 

しかし、「ネットワーク化工場で流れる『血』はデータとなる。莫大な量の情報

を分析する能力は、自動化されたシステムそのものよりもはるかにその重要性が高

い。大いなる疑問は、こうした大量のデータを処理するというポジションに就くの

がドイツ企業なのか、それともグーグルのような起業かということだ」とその問題

点を剔出している。 

その問題点はドイツの政治家も認識している。「ドイツ企業はいまだに手漕ぎボ

ートに乗っているというのに他は（グーグルのような企業は）ロケットで飛びつつ

ある」と叱咤する。アンゲラ・メルケル首相は「我々がインダストリー4.0 を導入

しようと思うならギガバイトを手に入れる必要がある」と言う。「ドイツは既に 5G
ネットワークの構築に乗り出した韓国を見習うべきだ」とまで述べたという61。 

こうしたデジタル化への一気の流れを一般にデジタル革命と称することが多い。

そのドイツには「デジタル戦略 202562」がある。2017 年 3 月に開幕したハノーバ

ーの世界最大の IT フェア CeBIT において、BMWi のガブリエル（Sigmar Gabriel)
大臣から公表されたものである。そこでは「経済のデジタル転換は、ドイツの国際

競争力の維持・強化にとって必須条件」であること。ゴールは、「ドイツを世界で最

もモダンな産業地帯」にすることなどが示されている。さらに、将来のデジタル社

会に向けてどのようにドイツが変わっていくべきかをも示している。最も重要な課

題であるインフラに関する開発、投資、イノベーション、インテリジェント・ネッ

トワークに関する目標を実現する方法も検討している。 

                                                                                                                                                  
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=4tw4ZJnIPZMJ&p=financial+times+germany+scilicon+valley&u=ht
tps%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcontent%2F31469796-dcd1-11e6-9d7c-be108f1c1dce  

61 Financial Times、2017.1.25 を基に NSRI 作成 
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=4tw4ZJnIPZMJ&p=financial+times+germany+scilicon+valley&u=ht
tps%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcontent%2F31469796-dcd1-11e6-9d7c-be108f1c1dce 

62 BMWi プレスリリース 03/14/2016“Gabriel puts the opening of the CeBIT, the Digital Strategy 
2025“と「Digital Strategy 2025”から NSRI 意訳 
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=757460.html   
http://www.bmwi.de/DE/Themen/digitale-welt,did=754836.html  
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ドイツがデジタル化を進める上での課題としては、デジタルインフラストラクチ

ャーのほかに、工場のネットワーク化やデータの主権、新しい教育の要件、新しい

ビジネスモデルの開発などが挙げられている。ここの工場のネットワーク化がイン

ダストリー4.0」につながる。 

Brigitte Zypries（連邦経済省の Parliamentary State Secretary）は、議会の冒

頭で、「デジタル世界ではデジタル化はドイツの競争力にとってとてつもなく大きな

機会である」と力を込めて主張している63。 

（2）世界で進むデジタル革命と企業の対応 

このようにドイツは製造業以外にもデジタル化をすすめる戦略を掲げており、決

して製造業をターゲットとした「インダストリー4.0」だけがドイツの戦略ではない。

日本のソサエティ 5.064も全産業社会をターゲットとしたデジタル化構想とみるこ

とができる。ドイツや日本のみならず世界中がデジタル化にまい進していると言っ

て過言ではない。デジタル革命が進行しているのである。 

デジタル革命を迎える企業社会はどう対応すべきか。竹内弘高ハーバード・ビジ

ネススクール教授は、「企業が変革するにはデジタル戦略が不可欠だが、---課題はア

ナログとデジタルをどう融合させるかだ。まずは自分たちの強みは何かを考え、そ

れをデジタルでどう支えていくかが大切だ」65と述べている。 

アナログとデジタルを融合する技術は CPS（Cyber Physical System）と呼ばれ

ている。次は世界の CPS 研究を主導してきたひとつである米国に目を向けてみるこ

とにする。 

（3）米国のデジタル革命 

米国には科学技術に関する大統領の諮問委員会（PCAST）がある。PCAST は

2010 年 12 月に、「デジタルな未来を設計する」と題した報告書66を発表した。 

ネットワーク化と情報技術の研究開発は、米国のセキュリティや競争力のみなら

ず科学的技術的にも重要であることを示し、CPS 研究への継続的な投資の必要性を

呼び掛けている。また、過去 5 年余りの間に、先進的な CPS 技術は、大きな前進を

遂げたものの、これらの領域における技術革新の需要は成長し続けており、遅れを

取らないためには、基礎研究の加速が必要だと訴えている。 

                                                  
63 IGMETALL～Industrie 4.0 braucht Arbeit 4.0“Industry needs work 4.0 02/08/2016 

https://www.igmetall.de/beitrag-christiane-benner-zu-digitalisierung-in-der-zeitschrift-21240.htm 
64 内閣府 HP「Society5.0」http://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html  
65 日経新聞 H29.11.9「激動期のリーダー論」から 
66 NSF の HP から http://www.nsf.gov/pubs/2014/nsf14542/nsf14542.htm  

http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=503286  
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米国のデジタル革命は、主として民間の IT 系大企業67が担っており、Google、
Amazon、Facebook、Apple、Microsoft、Tesla、Uber、Airbnb などの影響力は全

世界に及ぶ。また勢いのあるスタートアップが次々と生まれている。先にみたフィ

ナンシャルタイムズがいうところの「シリコンバレー・レボルーション」の震源で

ある。世界のデジタル革命を先導しているといえよう。 

（4）中国のデジタル革命 

中国では68、若者が有する旺盛な創業精神を資本・金融市場の発展が後押しし、

IT/情報通信技術を活用したシェアリングエコノミーや越境ECといったニューエコ

ノミー分野での起業が盛んである。 

中国の大手企業経営者は、あらゆるモノがつながる情報化社会では、IoT やビッ

グデータの活用による新しいビジネスの創造を目指す「インターネット+（プラス）

69」「瓦聯網＋」がメガトレンドになるとの認識の下、実業化や研究・開発に注力し

ている。 

「インターネット+」の取組（2015 年 3 月全人代 李国強首相が採用した国家戦

略）は、オンライン・オフラインの統合により、製造や営業体制の効率化とコスト

削減を狙うのが狙い。謄訊（Tencent)の馬化謄 CEO が提唱したとされる。 

現在の中国は「インターネットの圧倒的普及をトリガーとしたデジタル社会の進

展」している社会との指摘70もある。 

（5）インド、タイのデジタル革命 

インド企業でインダストリー4.0 や IIC などに参加して活発な活動を展開し、こ

の分野で重きをなしている企業がある。タタグループのTCS(TATA CONSULTANCY 
SERVISIES)である。1968 年設立、売上高は 176 億ドル（2017 年 3 月期）と約 2
兆円に迫る大企業である。 

TCS のチャンドラセカン氏へのインタビュー記事71によれば、デジタル技術をク

ラウド、ビッグデータ、ソーシャル・メディア、ロボティクス、人工知能（AI)など

の新技術だという認識を示している。また、デジタル技術は、機械や人がシームレ

                                                  
67 英語圏ではインターネットジャイアンツと呼ぶことがある。 
68 本節は、公益社団法人経済同友会、2016 年 10 月 24 日 「代表幹事中国・ミッション報告書」から NSRI

作成 http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/161024a.html  
69 同上、及び、日機連報告書「世界の製造業のパラダイムシフト」平成 28 年度版 p54～ｐ60 参照 
70 公益社団法人経済同友会、2016 年 10 月 24 日 「代表幹事中国・ミッション報告書」参加者の感想か

ら NSRI 作成 http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/161024a.html 
なお、「中国製造 2025」については、日機連報告書「世界の製造業のパラダイムシフト」平成 27 年度

ｐ51～ｐ58、および同報告書平成 28 年度版のｐ54～ｐ60 参照 
71 日本経済新聞 H28.10.14「デジタル革新に先手」の記事。日経ものづくり 2016 年 10 月号ｐ40～41 か

ら NSRI 作成 
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スにつながり、膨大なデータを即座に活用できる過去最大の技術革命であり、すべ

ての企業のビジネスに破壊的変化を及ぼすという。 

「デジタルインディア」については TV 報道72でも「先進国をしのぐスピードで

急速にデジタル化が進む」と報じられた。特にマイナンバーの浸透とキャッシュレ

スの普及などがスポットを浴びている。 

タイについてもインド同様、デジタル革命に対して俊敏な対応がみられる。既に

2016 年 9 月、タイ、バンコクで開催されたカンファレンス「Factory Innovation」
の中で、「タイを将来に向けて大変革させるキーワードは『デジタル』と ICT(情報

通信技術）だ」と政府高官が発言しているという73。 

（6）経済同友会の見方 

2016 年 7 月 28 日に経済同友会が発表した「先進技術による経営革新委員会 中

間提言74」によれば、「2020 年以降に到来する新産業革命の本質」について次のよ

うに述べている。 

「AI、ビックデータ解析、IoT などのデジタル技術が指数関数的に発展し、社会・

産業構造を激変させる。その変革の波は、単に情報通信技術 ICT の分野にとどまる

ものではない。IoT によって集められるデータを高度に解析し、社会・産業といっ

た物理的な世界と融合させ一体運用する技術が一般社会に普及・浸透すると、生産

効率は飛躍的な向上を遂げ、運輸・物流、交通、電力・エネルギー、等の社会基盤

の構造が劇的に変化する」とみている。そして『先進技術を駆使した新規参入者が、

既存の事業を崩壊させる』として例えば、『摺合せ技術』や『職人技』などの『暗黙

知』が先進デジタル技術によって『形式知化』されると、ビジネスの価値は毀損さ

れる」とデジタル化の衝撃を描写している。 

1-1-1-2. 産業革命 

産業革命については既に多くのところで論じられている。ここでは改めて深入り

するのではなく、概要をサーベイするにとどめる。 

                                                  
72 テレビ東京と BS ジャパンの朝の顔「News モーニングサテライト」(モーサテ)が「サマーキャンプ」

と題して 8 月最終週にスペシャルウィークを展開(8 月 28 日(月)～9 月 1 日(金))。佐々木明子キャスタ

ーの体当たりインド経済リポート。 
なお、「デジタルインディア」や「メイクインインディア」「CPS プロジェクト」などについては、日

機連報告書「世界の製造業のパラダイムシフト」平成 27 年度版ｐ47～ｐ51 を参照。 
73 「アジアものづくりカンファレンス」主催：日経 BP,HIDA(海外産業人材育成協会）、HIDA タイ同窓

会 なお、「タイランド 4.0」については、日機連報告書「世界の製造業のパラダイムシフト」平成 28
年度ｐ60~61 参照 

74 「先進技術による経営革新委員会 中間提言 2016 年 7 月 28 日 公益社団法人 経済同友会 
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/pdf/160728a.pdf  から NSRI 作成 
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近年の新しい産業革命については、米国では「新産業革命」という言い方がみら

れた。ドイツでは「インダストリー4.0」が有名である。日本ではより細かな捉え方

75がされている。技術の変化により、自律的な最適化が可能となる「第 4 次産業革

命」。産業の在り方の変化により、様々なつながりによる新たな付加価値の創出から

新たなビジネスモデルが誕生する“Connected Industries”76。こうした変化により、

人間中心の課題解決型による新たな社会が形成される超スマート社会“Society 5.0”。
いずれにせよ、世界的には総じて産業革命の一つだとする論調が多い。 

次図はドイツの最初に公刊された acatech（ドイツ科学・工学アカデミー、2008
年創立77）による産業革命の 4 つの推移を示したものである。 

図表 3 産業革命の変遷 

 

出所：Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 
Acatech(National Academy of science and Engineering） April 2013 をはじめと

して各種資料から NSRI 作成 
 

第 1 次産業革命は歴史上でいうところのいわゆる産業革命である。蒸気を動力源

とした機械化が実現した。煙突から煙を吐くという工場が林立するようになる画期

的な変化を引き起こした。 

                                                  
75 経済産業省「新産業構造ビジョン」ｐ4 Society 5.0 につながる Connected Industries から NSRI 作

成 http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530007/20170530007-2.pdf 
76 ”Connected Industries”については参考資料編（2．専門部会講演概要 2-1. Connected Industries 実現

に向けた製造業におけるデジタル人材育成について）を参照 
77 http://www.acatech.de/uk  毎年活発な活動を展開、2017 年には「インダストリー4.0.0 成熟指標」「積層造形」「デ

ジタルトランスフォーメーションにおける未来の労働」「イノベーション指標 2017」などが公刊されている。 
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第 2 次産業革命は、インダストリー4.0 の登場によって改めて注目されるに至っ

た。石油、電力、モーターによる大量生産が行われるようになり、ベルトコンベア

がその象徴となった。 

第 3 次産業革命は、エレクトロニクス革命ともいわれる。コンピュータが徐々に

活用されるようになり、半導体集積回路の集積度が技術発展の象徴となるとともに

インターネットの普及が社会を画期的に変えた。 

今回の第 4 次産業革命は、デジタル化・ネットワーク化である。具体的には IoT78

や AI(人工知能)の導入・活用などがその象徴として捉えられている。従来から ICT
は存在し、活用されてきたが個別のシステム化にとどまっていた。 

今回はスマホの登場が画期となり、センサーなど多くの技術が軽薄短小化された。

オープンソフトウェアの普及などが後押ししてデジタル化は容易になり、相互につ

ながり合うことを可能にした。進化したインターネットは個々の PC 間から工場の

機械装置や工場間など幅広い範囲での活用を可能にした。 

この大きな流れによって、「製造業のパラダイムシフト」がクローズアップされ

つつあり、「デジタルトランスフォーメーション」という急激な変化と圧力が、製造

企業にも押し寄せている。 

1-1-1-3. 今後のトレンド 

デジタル化・ネットワーク化といった新しい産業革命が進むということは、社

会・経済、技術にも大きな変化が生じていくことを意味する。ではその変化はどの

ような方向性と動きを持っているのか。以下（次表参照）では新しい社会・経済と

技術の変化について、「技術の発展面」「システム面」「ビジネス面」「社会・経済面」

から「トレンド」「従来」「今後」の流れについて今後の方向を展望する。 

図表 4 今後のトレンド 

 トレンド 従来 今後 

技術の発展面 ハードとソフトの
融合化 

ハードはハード、ソフ
トはソフト 

例. DT（デジタルツイ
ン）、CPS 

システム面 ネットワーク化 
デジタル化 
オープン化 

例.クローズド・システ
ム、スタンドアローン、
自社内でのみ研究開
発、紙の電子化 

例. グローバル化、オー
プン化、ネットワーク
化、オープンイノベーシ
ョン、ビジネスのデジタ
ル化 

                                                  
78 ドイツの資料をみると、T(もの)に加え、D(データ)、S(サービス）がセットで記載されていることが多

い。例えば、acatech が刊行するインダストリー4.0 関連のレポートなど、直近では“The Future of Work 
in the Digital Transformation” J.C.Jacob,H.kagerman,D.Spath(Eds)p15 ほかを参照 
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ビジネス面 所有から利用へ 
グローバル化 
サービス化 

例.資産の売却代金の
回収、スタンドアロー
ン、国内市場中心、製
品とサービスは別々に
設計・開発 

例.資産の利用のつど課
金、海外市場展望、最終
ユーザーの価値観を勘
案した製品サービスの
設計・開発 

社会・経済面 中央集中・集権か
ら個別分散・分権
へ 
 

例.ハードエネルギー
パス、原発、大型火力
発電、大型コンピュー
タによる一括処理 

例.ソフトエネルギーパ
ス、太陽光・風力発電等
分散発電、小型コンピュ
ータによる分散処理 

出所：世界デジタルサミット 2017 におけるトルガ・クルトグル氏（米バロアルト研究所

（PARC)CEO の発言の NSRI メモ（H.29.5.29）同じく同サミット 2017 におけるキ

ース・クラック氏（米ドキュサイン社取締役会長)発言の NSRI メモ、VDMA(独機械

工業連盟）のハートムート・ラウエン副専務理事の巻頭言（Industrie4.0 in 
Practice-Solutions for industrial applications 2016 年版）などを参考に NSRI 作成 

 
主な特徴をみると、「DT,CPSのようなハードとソフトの融合」「紙が電子化され、

ビジネスも電子化されるというデジタル化」「所有から利用へ」「中央収集から個別

分散へ」といった流れを挙げることができる。 

1-1-1-4. デジタルトランスフォーメーション 

「デジタル化」という言葉をより具体的に踏み込んだ用語として「デジタルトラ

ンスフォーメーション」がある。 

企業がデジタル化を進める、或いは、製造企業でいえば「インダストリー4.0」
や「産業インターネット」、”Connected Industries”を導入するといった場合に、こ

の「デジタルトランスフォーメーション」が注目されるようになった。 

本用語は、「IT の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」

という概念で使用され、2004 年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルタ

ーマン教授が提唱したと79される。 

概念的には既存ビジネスをアナログからデジタルへ、デジタルからアナログへと

シームレスに変換できる組織への変革となる。より具体的には「ソフトウェアコー

ド開発を中心とした企業組織に変革する方法」であると80いう。 

その本質81は、顧客を中心としたビジネスモデルの再定義であり、データ活用基

盤の構築など、デジタル戦略の構築と実行にある。また、デザイン思考82が重視さ

れる。 

                                                  
79 ウィキペディア「デジタルトランスフォーメーション」 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%
A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%
B7%E3%83%A7%E3%83%B3#cite_note-1  

80 同上 
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デジタルトランスフォーメーションを引き起こす技術的要素としては、IoT、AI、
ネットワーク化された生産などが挙げられる。AI を活用した生産が進むと、将来は

価値連鎖の全ての部品供給はデータ供給に置き変わる83とされる。 

コラム 1 ドイツ acatech 報告書にみる「デジタルトランスフォーメーション」 

 デジタルトランスフォーメーションは、これから根本的な変化を巻き起こすことにな

る。 
 特に、企業の中の働き方や組織の業務プロセスでは顕著となろう。 
 企業は自社の「組織の迅速さ」をどう確保していくかという問題と、真剣に対峙する

必要に迫られる。 
 デジタルトランスフォーメーションによって、企業は顧客のニーズにより速く、より

良く対応できるようになれる。さらに競争相手との差別化を製品とサービスの両面で

実現することができるようにもなる。 
 新しいデータ駆動型経済では、潜在化されていた市場が新たに開けてきたり、既に確

立されている産業が破壊されたりといったことが起きる。 
 素早い決定を具備できる能力や変化を受け入れ、変化を起こし、変化に適応する能力

はすべて、グローバル競争力にとって決定的な能力である。 
 それ故に、「組織的迅速さ」という原則を受け入れていく企業が増えていくことになる。

出所：acatech DISCUSSION” The Future of Work in the Digital Transformation” 
J.C.Jacob,H.kagerman,D.Spath(Eds)p8 から NSRI 作成 

 

コラム 2 デザイン思考とリーンスタートアップ 

 デザイン思考とは、大学の工学部が研究して生きたデザイン（設計）と美術大学が研

究してきたデザイン（意匠）を融合して生まれたものだという。（ラリー・ライファー、

スタンフォード大学工学部教授） 
 デザイン思考は、デザイナーの手法や考え方を、イノベーションを生み出すのに応用

したもの。顧客を徹底的に観察し、顧客の置かれている状況に共感し、顧客に必要な

アイデアを考え出すという手法。スタンフォード大学や IDEO(デザイン会社、米）な

どが提唱し、体系化した。 
 生み出したアイデアはすぐに製品化し、顧客にテストしてもらい、顧客の反応をみて、

より良いものに改善していく。リーンスタートアップ注と類似の手法でアイデアを設計

するやり方が細かく定式化されている。 
 ブレーンストーミングのやり方 
 プロトタイプの作り方 
 プロトタイプを使った顧客への質問法 
 アイデアを生み出しやすい会議室、オフィスの在り方 

                                                                                                                                                  
81 ベイカレントコンサルティング「デジタルトランスフォーメーション」日経 BP 社 2016.9.16 を基

に NSRI 作成 
82 次のコラム参照 
83 独カールスルーエ工科大学は、こうした変化は、大企業は既に実装し始めているが、「中小企業はま

だデジタル化の必要性と巨大な市場機会を十分理解していない」との認識を持つ。「導入する障碍は
巨大」との調査結果(Bitkom、独デジタル協会)を受けて、同大の科学者が企業の実装を（VDMA や
ダルムシュタット工大と開発したガイドラインを活用して）手伝うというアピールを行っている。 
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_057_guidelines-for-implementation-of-industry-4-0.php  
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 GE では、この手法を活用することで、顧客が、気が付いていない「ニーズ」を引出し、

アプリケーションに必要な機能を見つけ出そうとしている。 
注. 「リーンスタートアップ」：シリコンバレーのスタートアップが製品開発を成功させ

ている方法論(シリコンバレーの起業家エリック・リースが提唱)。 
・未完成でもいいからとにかく素早く製品を出し、顧客からのフィードバックに基づ

いて製品を改善し、問題があれば素早く方針を転換(Pivot）し、このサイクルを繰り

返す。 
・顧客からのフィードバックこそが成功の源泉であり、シリコンバレーのスタートア

ップでは失敗が奨励され、失敗からの学びに価値があるとされる。 
出所「GE」中田敦著、日経 BP 社から NSRI 抄録 

コラム 3 デザイン思考と機械学習 

機械学習×デザイン思考＝課題解決 

 エンジニアが機械学習や深層学習を学ぶ上でヒントを与えてくれるのが、「デザイン思

考」という考え方。 
 これは、実践的、創造的な課題解決の

ための方法論。1.観察、2.問題定義、

3.創造、4.プロトタイプ、5.テストの

ステップを繰り返す。 
 課題解決に機械学習を適用するときに

は、デザイン思考のプロトタイプ、テ

ストのステップで、機械学習のアルゴ

リズムの実装と評価を行う。  
 機械学習や深層学習の理論を教科書で

学ぶだけでなく、実践的な経験を積み

重ねていく上で、デザイン思考の方法

論は、とても参考になる。 
出所：日経テクノロジーオンライン「機械学習・深層学習 どう学び、どう活用する？」速

水 悟＝岐阜大学 工学部 電気電子・情報工学科 教授、知能科学研究センター セン

ター長  2017/07/27 05:00 
nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/417263/072500138/?ST=skillup&rt=nocnt&d=1508380340905      

 
 

1-1-2. 製造業のパラダイムシフト 

1-1-2-1. 日機連における先行調査研究 

これまでの日機連の活動(平成 26～28 年度）から「世界の製造業のパラダイムシ

フトへの対応調査研究」についてその概要・概略を紹介する。 

本事業の目的は、現在製造業に生じている大きな変化を捉えることにより、我が

国が「ものづくり立国」、であり続けるための要件や課題を、主にプロセスイノベー

ションに重点を置きながら、明らかにすることである。 
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主な内容は、1.パラダイムシフトとは、2.新次元の製造業とは、3.匠の技の行方

と TAKUMI4.0、4.PC2Be ダイナミックサイクルとその推進役 TAKUMI4.0 などで

ある。 

主な実施事業をみると、平成 26 年度には、「パラダイムシフトとは何か」、「米国

西海岸なでの製造業に関わりのある新しい現象」として、「ものづくりスタートアッ

プ」を取り上げ、並行してドイツの「インダストリー4.0」の紹介と分析を行った。

平成 27 年度には、「パラダイムシフト関連の先進事例(170 事例）の収集と分析」、

「パラダイムシフトの全体像の図解と“TAKUMI4.0”の提案」を、また、平成 28
年度には、「現実世界とサイバー世界の相互作用として“PC2Be ダイナミックサイ

クル”」及び前年度提案した“TAKUMI4.0”を「新しい現場力」の推進役として位

置付けるといった活動を展開した。 

1-1-2-2. パラダイムシフトとは 

製造業では、インダストリー4.0 に代表されるようなデジタル化・ネットワーク

化が進むと、生産の態様も同様に大きく変化する。現代におけるこの最新デジタル

技術を中心としたイノベーションによる生産態様の変化とビジネス自体の変化のこ

とを製造業のパラダイムシフトと称している。 

この変化において産出される製品・サービスの特徴は、次図にみられるごとく、

従来型ハード部品にセンサーなどのスマート部品とアンテナなどの通信部品(下図

ではつながる部品)がセットされている点にある。ここで IoT により様々の情報がデ

ジタル化され、サイバー空間に運ばれ、AI などを駆使して解析される。その結果は

様々な知見として新しい判断と行動が生み出され、単なる物売りビジネスから物を

ベースとした新しいサービスを提供するといった従来にないビジネスを可能にする。 

図表 5 インダストリー4.0(デジタル)時代の製品イメージ図 

 
出所：ハーバード・ビジネス・スクール 教授、マイケル E. ポーター 、PTC 社長兼 CEO 

ジェームズ E. ヘプルマン  “How Smart, Connected  Products Are 
Transforming Companies、” HBR、 November 2015 から NSRI 作成 

 

－52－ －53－



53 
 

「大量生産」や「摺合せ」といったキーワードは、「変種変量」、「モジュラー化」

とともに「スマート化・インテリジェント化」、「システムのシステム化」といった

新しい概念の導入へと進む。究極的には「カスタマイズ」、「パーソナライズ」が可

能になり、顧客の真のニーズに近づける時代が来る。 

これに伴い、従来の製品の概念も変化する。例えば、マイケル・ポーター教授が

提唱した「つながるスマート製品」（上図参照）をみると、「機械・電気的部品」は

いわゆるハードな部分であるが、ここにセンサーなどの「スマート部品」とアンテ

ナなどの「つながる部品」の三つがセットになる。これが次世代の「つながるスマ

ート製品」の構成だという。この製品をベースとしてセンシングや遠隔通信が可能

となり、製品を購入したユーザーに対して様々な付随サービスを展開する可能性が

開ける。それゆえにこれからは製造業のサービス化が可能になる時代を迎えること

になる。 

 
1-1-2-3. パラダイムシフトの技術的背景 

パラダイムシフトの技術的背景を図解したものが次図である。根底には様々な技

術進歩によってソフトウェア技術とハードウェア技術が徐々にその距離を縮め、融

合できるところまで進歩したことがある。 

この融合によって、見えない領域だった世界が見える領域と重なり、DTやCPS、
さらには MR（混合現実）や VR（仮想現実）のほか AM（積層製造）、DM(直接製

造)といった先進技術により、製造業に無限と言っていいほどの新しい可能性をもた

らそうとしている。 

図表 6 パラダイムシフトの技術的背景のイメージ図 

 

－52－ －53－



54 
 

出所：日機連「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」平成 26 年度版にその

後の変化を加えて NSRI にて再作成したもの 
 

1-1-2-4. 製造業の変革可能性とデジタル革命 

デジタル化・ネットワーク化がものづくりにどのようなインパクトを及ぼすかと

いう問題意識から図解したものが次図である。 

図表 7 デジタル革命がものづくりに与えるインパクト（イメージ図） 

 
出所：日機連、平成 26 年度「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」報告書

をもとに、海外の新産業革命論やパラダイムシフト論などの知見を加味して NSRI に
て再作成 

 
主な変化の主因は技術革新にある。その多くはスマホ関連であったり、ICT に関

する技術であったりする。前者はチップやセンサーなどで「軽薄短小」と称される

技術である。後者は特にオープンソースによるソフトウェア技術の普及や 3D など

のデジタルデータやビッグデータなどである。 

こうした技術は「ハード主体ソフト従」の製造業を、「ソフト主体ハード従」と

いったイメージを持ちやすいデジタル化・ネットワーク化によってスマートマニュ

ファクチャリングに変えていく。 

プロセスイノベーションの目指すところは、IoT によって収集・蓄積されるデー

タの解析から得られる情報を共有し、活用することによって「個別需要へのきめ細
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かい対応」や「需要変動への随時即時的対応」を可能にすることができる。従来の

省エネ・省資源・省土地・省人といった狙いや軽量化・高強度化といった狙い、品

質・コスト・納期はもちろんのこと環境や安全にも目配りが可能な生産システムが

実現する。そこではより高いレベルの「効率性」や「生産性」が実現できる。 

一方のプロダクトイノベーションは、「つながるスマート製品」から入手できる

様々な情報を活用することによって、最終ユーザーの真のニーズが把握しやすくな

る。そこから「想像力」や「アイデア」を駆使することによって、競争力のある製

品や製品をベースとした新しいサービスを生み出すことが可能になる。 

 
1-1-3. 新次元の製造業のイメージ 

1-1-3-1. パラダイムシフトと新次元の製造業 

次図は製造業のパラダイムシフトの結果、製造業の内部組織、外部組織、顧客などが

どのようにデジタル化され、ネットワーク化され、新しい情報が入手できるようになり、

新たな知見を得て事業が拡大・深化(進化)していくかといったことを総体的に全体俯瞰

的に示したイメージ図である。 

大きい楕円は「実世界」を、中心の小さな雲マークは「サイバー世界」を表わす。小

さな楕円の「ネットワーク」によって「デジタルデータ」やそこから生産された「情報

（シミュレーション結果や可視化された位置情報、エネルギー消費動向など）」が行き交

う。 

大小の楕円は、こうした様々な情報のネットワークの輪を表現している84。「デジタル

化されたデータ」が、ネットワークを通じてサーバー空間上の AI などのツールを活用し

て有益な情報が生み出され、処理・活用されることを示している。 

製品・サービスの生産に関連する価値連鎖（上図の大きな楕円）がつながることによ

って、生産の効率や生産性が大幅に向上する。また、ユーザーの利用状況や使用環境な

どの情報を解析（サイバー空間）することで、新しいビジネス機会を掴むことが可能に

なると期待されている。 

                                                  
84 経済産業省「Society5.0 の実現に向けた戦略的重要課題について」（平成 29 年 11 月）には、「デ

ジタルトリプレット」という考え方が提示されている。これは「実世界+情報世界+知識・モデル

世界」のこととされている。この三点セットという視点は「製造業のパラダイムシフトのイメー

ジ図(デジタル化・ネットワーク化の姿)」の図と内容的には類似しているが、より具体的に明確

な位置づけを行っている。詳細は以下の URL 参照 

http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20171109/siryo11.pdf#search=%27%E  
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図表 8 製造業のパラダイムシフト (デジタル化・ネットワーク化の姿) 

 

出所：日本機械工業連合会平成 28 年度報告書「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応

調査研究」作成時の資料に NSRI で加筆したもの。左隅の「製品」箇所の出所は HBR
のポーター教授とヘッペルマン氏の資料から NSRI 作成 

 

この 1.から 8.に至る具体的なプロセスは以下の通りである。 

1.製造業は、現場を構成する機能組織（営業、企画、研究・開発・設計、計画、調

達、準備、管理、製造、保証、検査、保証、出荷のほか、関連工場、協力企業、

物流、販売先企業、最終ユーザー等を含む現実世界）ごとにネットワーク化（ ＝

コネクテッド）されるとともに、デジタル化（IoT などによる現場情報のデジタ

ルデータの収集・蓄積）され、解析され、AR や AM など様々に出力される。 

2.各機能組織は、サイバー世界の AI などの諸ツールを活用してデジタルデータの

解析を行うことで最新の知識（従来ブラックボックスだったことが可視化され、

新しい知見が得られること）を創造し続ける。 

3.そうした知識創造により、各機能組織はバリューチェーンの全体が最適化・効率

化されるような事業活動（新たな、或いはより強化された付加価値の創造を可能

とする活動）を行う。 

4.各機能組織は外部変動に迅速に対応できるという組織目的を達成するため、従来

型のピラミッド型組織構造から自律的な機能組織の連携型に変革・更新される。 
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5.最終需要の変動に即応できるように生産体制もより柔軟な体制（RMS：
Reconfigurable Manufacturing System)に組み替えられ、更新される。 

6.生産の現場は絶えず現状の課題を洗い出し、常にあるべき姿を検討し、サイバー

ツールの活用により、あるべき姿を実現し続ける。例えば、工作機械・産業機械

などの機械装置は予知・予兆保全が行われ、ダウンタイムが極小化される。自動

メンテナンスも可能になる。 

7.自社の製品をベースとしたサービスは、その製品の全生涯を通じてトレースされ、

リモートで顧客の使用情報や使用環境をモニタリングできるようになる。 

8.製品・サービス機能の遠隔グレードアップや個別製品の状態に合わせた適切なメ

ンテナンスをおこなうなどのリモートサービスや新しい顧客サービスを展開す

ることにより、成長発展が期待できる製造業に変身（パラダイムがシフト）して

いく。 

上掲図の製造業のパラダイムシフトのイメージ図(デジタル化・ネットワーク化

の姿)において外側の現実世界と中央のサイバー世界を結ぶ小さな楕円の働きに着

目したのが PC2Be ダイナミックサイクルという概念85（次図参照）である。 

図表 9 “PC2Be“ダイナミックサイクル（詳細版） 

"As Is" から

未来の To Beを目指して

新しい人工物

(ハードウェア）

新しい人工物

(ソフトウェア）

・制御

・更新

・改変

サービス

・リアルタイム

・最新情報

・生涯トレース

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

P（To Be)

自然現象

人工物(ソフトウェア機器制御、

装置制御、プロセス制御、新

技術等のR&D）

社会現象

作業者

現在の現実世界
現在のBlack Box
工場内、工程内、工場外

サプライチェーン

製品の使用状況・環境

相

互

干

渉

領

域

人造物(ハードウェア、部品、

部材、製品、ライン、工場）

各種

センサー等

・社会規制

・環境規制

・税制

・SNS
・景気・経済指標

・温度

・湿度

・天候

・自然災害

・制御ソフト

・生産計画

・生産準備

・工程設計

・営業プロセス

・受注プロセス

・研究開発

P（As Is)

“PC2Be”のダイナミック・サイクル

サイバー投資、

人材育成・教育訓練投資

ビッグデータ・ＡＩ

解析、評価、判断、意思決定

未来のTo Beを目指して

大量膨大

多種類

時系列

データ

自

動

収

集

・

蓄

積

評価
判断

分類

最適化

認識

予測

推定

診断

支援

決定

人工知能（AI)
）

デジタル世界：コンピュータ関連科学・技術

選択

最

適

行

動、

必

要

行

動

VR(仮想現実）AR(拡張現実）/MR(複合現実）

クラウド／

フォッグ／

エッヂ・コンピューティング

モデリング

可視化

C（Cyber)

ディープラーニング

解 析

知識創造の流れ

更なる新しい

To Beを目指して

IoT,ビッグデータ

自動収集・蓄積

IoT

現実とデジタルの融合

（絶えざ

る進化・

改善

（絶えざる進

化・改善

デジタル・ツイン、による

フィード・フォワード

ブラックボックスの

見える化

現実世界をデジタルで描写

プロセス・イノベーション

プロダクト・イノベーション

 
出所：日機連「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」平成 28 年度版 

http://www.jmf.or.jp/houkokusho/1505/3.html 

 

 

上図の左側の部分は、デジタル化前の現在の現実（今の「あるがままの現実」）

という意味で P(As is)、P:Physical）を示す。 

                                                  
85 詳細は、日機連「世界の製造業のパラダイムシフト」平成 28 年度版ｐ112～123 参照 

http://www.jmf.or.jp/houkokusho/1505/3.html  
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この現実世界に IoT を導入する。左部分の図から右側の楕円に向かう矢印は IoT
で収集されたデジタルデータが楕円内のサイバー空間に運ばれる様を示す。 

楕円内の左にある丸四角はデジタル世界を示す。この中で AI などコンピュータ

関連の先進技術が駆使され、分析・解析された情報に基づき、あるべき現実世界（楕

円内右側の P(ToBe)丸四角の世界を目指す。いったん実現したあるべき現実は、さ

らなる技術進歩を活用して、再びサイバー空間にデータが集められ、デジタル世界

で分析・解析され、新たなあるべき現実世界を目指した活動が繰り返される。これ

がダイナミックサイクルと名付けられた所以である。 

一方、デジタル世界の内部では、上図に示された通り、収集蓄積されたデータ（大

量膨大かつ多種類にわたる時系列データ）を「解析」、「分類」、「最適化」、「モデリ

ング」、「可視化」86のどれかが、或いはそのすべてが実行される。 

こうして「ブラックボックス」だった「現実世界をデジタルで描写(モデル化：

DT)」したり、「見える化」したりすることが可能になる。「描写(モデル化：DT)」
されたデジタル世界をベースとして「評価」、「認識」、「予測」、「推定」、「診断」、「支

援」といった活動が行われ、最終的に「選択」や「決定」といった「判断」が下さ

れ、「最適行動」「必要行動」に移行していく。この一連の流れはまさに「知識創造87

の流れ」そのものと言える。 

ここで中心となって機能するのが AI であり、最近注目を浴びる AI の一つ「ディ

ープラーニング」、あるいは「VR(仮想現実)」「MR(混合現実)」や AM(積層造形)な
どである。こうした「絶えざる進化・改善」行動の結果として「P(To Be)あるべき

未来の姿」に反復しつつ近づいていく。 

パラダイムシフトで求められていることは、こうしたダイナミックサイクルを回

していくことに他ならない。これが日機連平成 28 年度報告書の結論の一つである。 

1-1-3-2. デジタル競争力 

国際競争力ランキングで有名なスイスのビジネススクール IMD が、デジタル競

争力に関するランキングを公表するようになっている。IMD は世界各国・地域の経

済データ、産業データなどの膨大な量のデータベースとサーベイデータを有してい

る。今般、IMD の研究者は、こうしたデータベースを活用してデジタル競争力を最

                                                  
86 ここでの「」は、図表“PC2Be“ダイナミックサイクル（詳細版）の中の表現に対応している意味で「」

を付している。 
87 『知識創造企業』野中郁次郎、竹内弘高著 1996 年、『知識創造の方法論』野中郁次郎、紺野登著 2003

年などで、その知識創造のモデルは「SECI モデル」と称される。なお、経済産業省「Society5.0 の実

現に向けた戦略的重要課題について」（平成 29 年 11 月）のｐ11 には SECI モデルの解説がある。 
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もよく表現できると考えられるデータの集計・集約体系を構築したというわけであ

る。 

IMD によれば、「デジタル競争力」を次の三つの要因で捉えようとしている。1.
「ナレッジ」、2.「技術」、3.「将来への備え」の三つ。其々の要因のうち、「ナレッ

ジ」についてはさらに、11.「知識・ノウハウの獲得のしやすい環境や人材のレベル」，

12.「デジタル技術の開発を促進しやすい環境・条件」、13.「科学的技術的探究への

専念度合い」と細分化されている。 

このうち、デジタル競争力のランキングから見た日本の特に課題と考えられるの

が次の 4 つ (次図表の 3 ケタの指標)である。 

     図表 10 デジタル競争力指標から見た日本の課題 

11.知識・ノウハウの獲得のしやすい環境や人材のレベル  

115.「デジタル技術のスキル」  59 位 

12 デジタル技術の開発を促進しやすい環境・条件  

122.「全教育支出」  56 位 

125.「科学分野の卒業生」 32 位 

13.科学的技術的探究への専念度合い  

135.「科学的・技術的雇用」 35 位 

出所：IMD Digital World Competitiveness Ranking 
https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2017/world_digital_competitiveness_yearbook_2

017.pdf 

 

上図表にみられる課題は「ものづくりの基礎知識や IT リテラシーを有する人材

基盤の拡充が必要」なことを示している。「デジタル技術のスキル」が 59 位という

ランクであることは重いと見なければいけないのではないか。これから「先進デジ

タル技術を使いこなす」ために求められる要件と課題は、今後に残された重要なテ

ーマの一つとなりうる。 

製造業におけるパラダイムシフトの原動力は、これまで見てきたとおり、技術革

新にある。特に、「デジタル化・ネットワーク化」とさらに付け加えるならば「シス

テム化・モジュール化」である。IMD が言うようにこれらは「デジタル競争力」と

捉えることも可能である。デジタル競争力に優れたデジタル化の進んだ製造業が、

新次元の製造業だといえる。 

製造業を巡るこうした新しいトレンドへの対応を総括すると、これまでのような

新製品の企画・開発に「じっくり」取組みつつ「自前主義」でやり抜くというスタ

イルから、組織決定の「スピード」や企画・開発の「スピード」を劇的に高めるス

タイルへのシフトをいかに素早く実現するかが重要になる。このような自前主義か
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らの脱却は、他社や異業種、大学・研究機関などとの「共創」の推進を不可避とし

ている。 

従って、自社以外の多種多様な文化や考え方・価値観を有する人材が集結し、一

緒に仕事を進めることが必然となる。それゆえに「ダイバーシティ」がクローズア

ップされる。相互対等の精神を醸成していく必要性がますます高まるといえる。こ

の点は、ドイツ・インダストリー4.0 の構造分野別進捗度測定法において(後述)、4
つの測定対象分野の一つに「組織風土・文化」という分野が設定されている所以で

もある。 

なお、「IMD によるデジタル競争力」の指標測定モデルは以下の図のとおりであ

る。 

図表 11 デジタル競争力の測定モデル（IMD） 

 

  

出所：IMD Digital World Competitiveness Ranking 
https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2017/world_digital_competitiveness_yearbook_2

017.pdf  
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1-1-3-2. パラダイムシフトの衝撃と対応 

製造業の拠って立つパラダイムは、デジタル化ネットワーク化によってシフトしつつ

ある。その衝撃は二つの方向で大きな影響を及ぼすとみられている。一つはビジネスモ

デル自体の見直しとその変革である。ビジネスイノベーションが喫緊の課題である。 
ビジネスが変革されれば付随的に新しい事業を遂行するための事業組織を対応させ

る必要が出てくる。場合によっては現行の組織形態をバラバラにする88といった企業形

態まで含めた変革が必要になるかもしれない。これがビジネストランスフォーメーショ

ンと呼ばれる課題である。 

一方、第 3 次産業革命では各所にコンピューティング機能が導入され、自動化の推進

など、それなりのシステム化が進んできた。しかし、今までのシステム化は個別システ

ムに焦点が当たる「部分最適」に過ぎない。これが第 4 次産業革命を唱える論者の主な

論点の一つである。 

システムを統合して全体システムを構築することが喧伝されている。ネットワークを

張り巡らせることによって、製造業は多くの関係先やその環境にかかわる情報を入手す

ることができるようになる。より多くの情報を活用してより多くの価値を生み出す競争

が始まりつつある。 

システムが統合されると全体最適を実現する可能性が出てくる。全体最適の下では従

来最適とされていたところが最適ではなくなる可能性が生じる。全体最適を実現した製

造業が生き残る。デジタル競争力が問われている。 

現場に強みを有する日本企業としては現場力を生かす形で価値連鎖全体を俯瞰でき

る全体最適をいかにして実現するか(次図参照)。これが新次元の製造業に求められる最

大の課題の一つである。 

                                                  
88 2015 年に IEC（国際電子技術委員会） が出した白書 「未来の工場」によれば、企業が有する組織の

部門別機能を独立させて網の目のようなネットワークを形成し、事業目的のつどネットワークの組み方が

変化していくという姿が描かれている。（図表「パラダイムシフトの衝撃と対応の在り方」の左下隅図参照） 
IEC, White Paper “Factory of the future  http://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-futurefactory-LR-en.pdf 
ほぼ類似した論考に「IoT は事業領域の再定義の動きを促進」し、「組織の再定義の動きも促進する」（出所：

自動車技術 2017Vol.71 5 月号(p12～p17)「IoT とデジタルトランスフォーメーション」森川博之東京大

学先端科学技術研究センター教授（情報ネットワーク分野））がある。 

－60－ －61－



62 
 

図表 12 パラダイムシフトの衝撃と対応の在り方 

 

出所：諸資料をもとに NSRI 作成 

 

1-2. 産業革命と世界の動向 

1-2-1. 現代の産業革命の背景と目指す姿 

1-2-1-1. 現代の産業革命の背景 

現在進行中の産業革命の背景を探ったものが次図である。3 つの背景が考えられる。

「震源としての技術革新」と「技術革新を踏まえ、各国から打ち出された新戦略」であ

る。もう一つの「製造業見直しの動き」については、リーマンショックを契機とした製

造業を重視した産業政策が、製造先進国ばかりでなく、製造強国を目指す新興国など、

全世界的といえるほどに隆盛となってきた点も見逃せない。 

しかもこうした各国の認識の基底には、今の製造業がもはや「在来型の製造業」では

なく、情報化と融合した「新次元の製造業」を目指すべきとの見立てや、確固とした製

造業の存在が国力を示すといった考え方が潜む。 

IT 技術を駆使した情報化であれば、長年の経験と蓄積を要するものづくりとは異な

り、どの国にもキャッチアップできるチャンスがあるとの思惑もうかがえる。この点が

重要である。「在来型製造業」で成功してきたわが国には素早い変身が求められている。 
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図表 13 現代の産業革命の背景 

 
出所：日機連「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」の平成 26～28 年度報

告書などから NSRI 作成 
 

1-2-1-2. 現代の産業革命が目指す姿(製造業) 

製造業はパラダイムシフトによってどのような姿になるのか。どのような姿を目指す

べきか。新しいビジネスモデルとはどのような方向が考えられるのか。 

こうした問題意識に応えるため、諸資料から新しいビジネスモデルや先進事例を収集

し、整理してみたところ、以下のような分類案（次表の A.~G）が得られた。 

図表 14 新次元の製造業が目指そうとしているビジネスモデル例 

付加価値の源泉：顧客が支払うに足ると認識する価値の探索 

A.ものの所有そのものに価値、例、スーパーカー、CBX400F，ブランド品 
B.ものの機能そのものに価値、例、バルブ、ボルトナット、金型、難削材の切削、異種金

属接合等 

C.機能が稼働するときに認識される価値、例、圧搾空気、エアコンディショニングなど 
D.必要なときに素早く提供される価値、例、保守メンテナンス、増産対応、流行即応、

事故自動通報装置 
E.空き時間帯・空き空間帯の有する価値、例、ウーバーや Airbnb の応用：工場、機械装

置、人材、スマホ連動電子鍵 

F. 資金負担軽減による価値、例、リース、レンタル,ローン、使用量対応課金 
G.自作のデジタル化ネットワーク化製品サービス（自社開発システムなど）の外販、
例、GE 

出所：日機連「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」平成 28 年度報
告書に NSRI にて一部加筆したもの 
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こうしたビジネスモデルの例をみると、従来のビジネスモデルをどのように再構築し

たかの視点が 2 つ浮かび上がる。一つは「付加価値源の見直し」を行い、製造業のサー

ビス産業化を図ろうとするものである。もう一つは「国際競争力確保」を念頭におきつ

つ「顧客が支払うに足ると認識する価値」の組立て方に注力しているものである。 

デジタル化ネットワーク化投資をいかに回収するかまで視野に入れた結果が上図表

の A~G といったビジネスモデルというわけである。いずれのモデルも近年サイバー世界

で急速に進化しつつある IoT や AI といった先進技術を使いこなすことが求められる。 

一方、ビジネスモデルを変革していく結果としての製造業の究極の姿として描かれて

いる例を挙げると、次の図表のような姿を見えてくる。 

図表 15 新次元の製造業が目指すべき姿の例 

ビジネスモデルの再構築による新付加価値の追求の手段・手法 

・スマートファクトリー 最適生産、変動対応、自律的生産、効率改善

・スマートサプライチェーン ・最適調達、調達先の現況見える化 
・最適物流、搬送情報の現況見える化 

・マスカスタマイゼーション ・受発注、生産計画、設計開発等の業務標準
化(モジュール化) 

・パーソナライゼーション ・企画・開発段階から完全カスタマイズ化 
・TES(スルーライフ・エンジニアリン

グサービス） 
・リモート・トレース、リモート・コントロ
ール(監視、グレードアップ、保守メンテ等
のリモートサービスの展開） 

・製品使用時点情報(リアルタイムと時
系列)、使用環境情報の収集 

・新製品企画・開発にフィードバックしてよ
り顧客の真のニーズに近づくために活用 

・新しいビジネスモデル創出のために活用 
出所：日機連「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」平成 28 年度報告書 

 
 

1-2-2. ドイツの製造業戦略 

ドイツのインダストリー4.0 は、ドイツの製造業戦略である。既に 2011 年から推進

されている。その概念や概要はすでに世界中に浸透している。日機連では、本事業の先

行事業である「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」（平成 26～28 年度）

において、インダストリー4.0 をとりあげており、これまでも追跡調査を実施してきた。 

ドイツ本国では大企業を中心に「インダストリー4.0 ソリューション」と呼ばれるア

プリケーションが様々なレベルで公開され、実装されつつある。また、主に中小企業向

けのガイドラインや導入後の進捗を図る手法などが、業界団体や大学などから発表され

ている。 
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プラットフォーム・インダストリー4.0 は、インダストリー4.0.のドイツ国内のネット

ワークを担う。機械（VDMA）と電気（ZVEI）と情報（Bitkom）の各業界団体が共同

で事務局を開設している。VDMA（ドイツ機械工業連盟）は、インダストリー4.0 を推

進する主要な団体の一つである。2016 年には中小企業のためのインダストリー4.0 導入

のガイドライン89を発表した。但し、オンライン上で非会員は有料（40 ユーロ90）とあ

るサイトもみられる。また本事業で後述するオンライン自社チェック表についてもVDMA
が関与している。 

以下ではドイツのインダストリー4.0 のアプリケーション事例の概観と成熟指標、オ

ンライン自社チェック表について紹介する。 

1-2-2-1. インダストリー4.0 ソリューション 

本事業では、主にインダストリー4.0 を実際の企業に導入する場合に使えるソリュー

ションに的を絞ったレポートを紹介する。このほかの中小企業向け進捗自社チェック表

については後述の予定である。 

ここで紹介されるソリューションは、「VDMA インダストリー4.0 フォーラム」にお

いて、開発元メーカーとユーザー企業やサービスプロバイダーに VDMA のメンバーも

交えた業際的なチームで検討されたものである。ソリューションごとに、研究や規格・

標準、IT セキュリティ、生産・事業モデル、法的枠組み、従業員の質など多岐にわたる

分野が議論の対象とされた。このレポート91はインダストリー4.0 導入のメリット、導入

のポイント、つながる生産への道筋などの答えを開発元企業別に編集したものである。 

インダストリー4.0 は一夜にしてなるものではなく、大変革というよりは漸進的な進

歩と捉えられる。一歩一歩進めていく必要がある。では、中小企業に参考になるソリュ

ーションにはどのようなものがあるのか。以下の図表は、ソリューションの事例として

その題名を開発元企業別に整理したものである。各ソリューションにはそれぞれ「初期

状況」「ソリューション」「利点」の項目別に解説がつく。詳細は VDMA の当該レポー

ト92を参照のこと。 

                                                  
89 VDMA“Guideline Industrie 4.0” 

https://industrie40.vdma.org/documents/4214230/0/Guideline%20Industrie%204.0.pdf/70abd403-cb04-418a-b20
f-76d6d3490c05  VDMA のガイドラインとその中に出てくるツールボックスについては日機連「世界の製造業の

パラダイムシフトへの対応調査研究」平成 28 年度版ｐ24～ｐ25 参照 
90 VDMA“Guideline Industrie 4.0” https://vdma-verlag.com/home/artikel_72.html 
91 VDMA“Industrie 4.0 in practice – Solutions for industrial application” 

https://industrie40.vdma.org/documents/4214230/5356229/Industrie+4.0+in+practice+2016/7fa35030-9456-4de
4-8f55-fbd7380d8cf4  

92 同上 
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図表 16 インダストリー4.0 ソリューションの事例（VDMA 資料） 
頭文字 A の企業事例 

1. 自動化された未来を共に創る（ABB 社） 
2. 個別化された大容量プラスティック生産（ARBURG 社） 
3. カスタマイズが製造プロセスをエクサイトする時（ARGO-HYTOS 社） 
4. 知性を持った空気力学が IoT への途を拓く（AVENTICS 社） 
5. インダストリー4.0 への移行は一歩ずつ~受注管理・資源管理・モジュール現場・ロジス

ティックス・報告など（AXOOM 社） 

頭文字 B の企業事例 

6. より高い生産性のためのソリューション（B&R Industrie-Elektronik 社） 
7. スマート工場のためのソフトウェア概念（Bachman 社） 
8. 金型取り扱いの透明性~状態依存保全~フールプルーフの適用（Balluff 社） 
9. 機械診断と予知保全（Beckhoff Automation 社） 
10. サプライチェーン上の製品品質の継ぎ目なきモニター可能なセンサー（Bosch 社） 

頭文字 C の企業事例 

11. CRM と製品設定(構成)の組み合わせ（CAS ソフトウェア社） 
12. インダストリー4.0 式 HMI～内部物流と生産のつなぎ～AR とゲーミフィケーション

（Centigrade 社） 
13. 工業生産における持ち運び可能な映写技術（CIIT 社） 
14. サイバーシステム・コネクター～技術文書のインテリジェント・ライフサイクルサービス

~文書の最新版化（Canon 社） 

頭文字 E,F,G の企業事例 

15. インテリジェントに繋がる冷蔵庫の制御システム（ebmpapst 社） 
16. 温度設計統合～デジタルデータの生産開発と製品への完璧な統合（EPLAN ソフトウェア

&サービス社） 
17. シャルンハウゼン技術プラントにおけるエネルギー透明化システム（Festo 社） 
18. サイバーフィジカル研究学習プラットフォーム~オープン・コンフィギュラブル・システ

ム（Festo 社） 

頭文字 G,H の企業事例 

19. クラウド処理で大テータが小データに（GE デジタル社） 
20. 産業の統合~製品から完全なソリューションへ～HALL4YOU アプリケーション

（HARTING KGaA 社） 
21. 新ビジネスモデル(コンサルサービス)の開発（Heidelberger Druckmaschinen 社） 
22. セキュアな識別の利点（Hologram 社） 

頭文字 I,K の企業事例 

23. 国際空港での燃料ジャストインタイム（INSYS icom 社） 
24. 床洗浄機の組み立てラインの進歩（KÄRCHER 社）、 
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25. 支援システム～機械操作のための総合的インダストリー4.0ソリューション（KOMET社）

26. 無料エネルギー効率チェック（KSB 社） 
27. インテリジェント移動アシスタント~生産プロセス最適化～仕掛品・材料・ロボットに IoT

（KUKA 社） 

頭文字 L,M,N の企業事例 

28. 社内物流の資源効率化のためのスマートソリューション（Lenze 社） 
29. 産業クラウドサービス・プラットフォーム（M&M ソフトウェア社） 
30. ブレーキ操作状態の永久概観～センサーレスで状態監視(Chr.Mayr 社)  
31. MES を活用したスマート工場への 4 ステップ（MPDV Mikrolab 社） 
32. 完璧な人間機械相互作用(MVTech ソフトウェア社) 
33. 3 次元表面計測による品質保証（NanoFocus 社） 

頭文字 O,P の企業事例 

34. デジタルツールマネジメント（ORBIS 社） 
35. 状態依存保全のためのセンサー（Parker Hannifin 社） 
36. 端から端までデジタル（Phoenix Contact 社）、 
37. ワーカーボット～ヒューマノイド工場作業者（pi4 ロボティクス社） 
38. 未来の制御コンセプト（Pilz 社） 
39. BDE ソフトウェア～実際に生産量 2 倍に（PROXIA ソフトウェア社） 

頭文字 R,S の企業事例 

40. 変種組み立て生産のコスト効果の高い方法（Bosch Rexroth 社） 
41. 生産のデジタル化（SAP 社） 
42. 転がり軸受の革新的ソリューション（SCHAEFFLER 社）、 
43. モジュラーデザインによるスマート組み立て（SCHUNK 社） 
44. インダストリー4.0 で加速する生産性～AR の活用（SEW-EURODRIVE 社） 
45. インテリジェントセンサーによる生産制御（SICK 社） 
46. カスタマイズ・ソリューション（SIEMENS 社） 

頭文字 T,W の企業事例 

47. 首尾一貫した R&D~製品開発における新プロセスの創造（Techniciency コンサルティン
グ社）製造のネットワーク化技術（TRUMPF 社）、 

48. 状態監視ソリューション（Weidmüller 社） 
49. 3 色信号灯ネットワーク化による透明性向上（WERMA 社） 
50. インテリジェント製造のための IP とデータ保護（WIBU システム社） 

注.上記各表中のなかの斜字体は、「利点」の解説の中から、特に興味深い点を NSRI にて抜
粋したもの。なお、上表の配列は原資料の配列と同一である。 

出所：以上の頭文字 A～W についてはすべて VDMA” Industrie 4.0 in practice – Solutions 
for industrial application” から NSRI 作成
https://industrie40.vdma.org/documents/4214230/5356229/Industrie+4.0+in+practice+2016/
7fa35030-9456-4de4-8f55-fbd7380d8cf4 
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1-2-2-2. インダストリー4.0 進捗度指標 

本事業においては、主にインダストリー4.0 を実際の企業に導入する場合、或いは、

導入した場合のレベル別の段階感をどう位置付けるかといった観点から、ドイツ側の考

え方をみることにする。次図は acatech(ドイツ科学工学アカデミー)によるインダストリ

ー4.0 の「進捗度(または成熟度)指標」である。導入によってどのようなことが可能であ

るか、そのレベルによってインダストリー4.0 導入の「進捗度」を測ろうとしている。 

この図から明らかなように、①の電算化から順次進捗して最終の着地点を⑥の最適化

においているのが特徴である。この指標でさらに留意すべきことが 2 つある。 

第 1 は、①の「電算化」と②の「つなぐ」の二つの段階については、単なる「デジタ

ライゼーション」とみているのみであり、「インダストリー4.0」の段階とは見ていない

という点である。インダストリー4.0 と位置づけられるのは、③の「何が起きているのか」

というブラックボックスの「見える化段階」からである。まさにこの点に、ドイツのイ

ンダストリー4.0 の考え方がうかがえる。 

図表 17 インダストリー4.0「進捗度指標」 

 

出所：acatech Industrie 4.0 Maturity Index 2017.4.25 から NSRI 作成 
 

第 2 は、この①から⑥への進捗が、4 つの局面、「物的資源」面、「組織構造」面、「企

業文化」面、「情報システム」面のそれぞれについて要求されていることである。この点

を詳細に図示したものが次図になる。 

4 つの局面は、円弧を 4 等分して表象されている。各象限は第 1 が「情報システム」、

第 2 が「設備機器等資源」、第 3 が「組織構造」、第 4 が「組織風土・文化」である。第

1 と第 4 がアプリケーションの枠組みとされ、第 2 と第 3 は生産と管理の枠組みとされ
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ている。4 つに分かれた各円弧はそれぞれ 6 層に分かれる。この 6 層は、各象限が求め

る能力別進捗指標の①から⑥に対応している。 

なお、「進捗指標」の⑥最適化は次図では適応性となっている。いずれも「自律的に

反応・順応する仕組みの構築」という説明である。この仕組みを構築することが「デジ

タルトランスフォーメーション」、すなわち「企業の組織と文化を適応させること」が、

「技術的側面の導入」と同等以上に重視されている。技術面だけにとどまらず、組織と

文化の適応の重要性を認識すべきだという。示唆するところ大だと思われる。 

次図の下側部分に着目すると、企業の発展は、企業構造と企業の業務分野ごとの業務

手順に依存するという。業務分野ごとに実務処理プログラム(アプリケーション)が整備

されると新しい生産と管理の枠組みが完成する。注目すべきは 4 つの各構造分野(情報シ

ステム、資産、組織構造、組織風土・文化)のどれもが並行して「進捗(成熟)」していく

べきと考えられていることである。 

 

図表 18 インダストリー4.0 の構造分野別進捗度の測定方法 

 

出所：acatech STUDY Günther Schuh, Reiner Anderl, ürgen Gausemeier, Michael ten 
Hompel, Wolfgang Wahlster (Eds.)  Industrie 4.0 Maturity Index  

Managing the Digital Transformation of Companies 
http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikatione

n/Projektberichte/acatech_STUDIE_Maturity_Index_eng_WEB.pdf 
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1-2-2-3. インダストリー4.0 オンライン進捗チェックサービス 

上記進捗指標と同様に、VDMA ではオンライン上で、自社がインダストリー4.0 の導

入を進めていくうえでの進捗度を、自社でチェックできるシステムが用意されている。 

自社の進捗をチェックするレベルとして、ここでも 6 段階が用意されている。各段階

を人に例えると、レベル 0 はインダストリー4.0 の部外者(何もしていないかほとんどや

っていないも同然の企業)。レベル 1 は初級者、レベル 2 は中級者、レベル 3 は経験者、

レベル 4 は専門家、レベル 5 は、トップパフォーマー、つまりインダストリー4.0 の最

上級者となる。 

次図では、インダストリー4.0 を推進するときのポイントを 6 つの局面に分け、局面

ごとに数個の構成要素（総計で 18）を挙げている。18 のそれぞれをチェックしていく

ことで取組が進捗していく。例えばスマート工場(上図の 102)という局面の構成要素には

デジタルモデリングや IT システムなどの構成要素がみえる。また、従業員の局面(上図

の106)にはその構成要素として質の高い従業員にスキルセットとスキルの獲得を求めて

いる。 

図表 19 インダストリー4.0 進捗度の自社チェック法 

 

注記、「円の中の数値」は以下の説明に対応する 
外  周 の 番 号 外周に対応する内周の番号 

1.戦略、2.投資、3.イノベーションマネジメント 101.戦略と組織(企業文化) 

4.デジタルモデリング、5.設備インフラ、6.データの利用、7.IT システム 102.スマート工場(分散された高度

自動化工場) 
8.クラウドの利用、9.IT セキュリティ、10.自律プロセス、11.情報共有 103.スマート操業(作業手順は機器

から自動でガイドされる) 
12.データ分析の利用フェーズ、13.ICT の付加機能 104.スマート製品(ICT 部品内臓) 

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10 
11 12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

101 

102 

103 104 

105 

106 

リーダ

ー層 

学習層

新参層

部外者 

初級者 

中級者 

経験者 

専門家 

上級者 
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14.中古データの共有、15.収入の共有、16.データ駆動型サービス 105.データ駆動型サービス(がビジ

ネスモデルに組み込まれている) 
17.スキルの習得、18.従業員のスキルセット 106.従業員（I4.0 の実施には質の高

い人材を要する） 
出所：本表は原題が「The readiness measurement model」、VDMA(ドイツ機械工業連盟)

の IMPULS 財団、IW Consult(ケルン経済研究所子会社)、および、アーヘン工科大

学の FIR(産業)管理研究所)から NSRI 作成したもの 
原典：Industry 4.0 Readiness Online Self-Check for Businesses Where does your 

business stand? Check your readiness for Industry 4.0!  
https://www.industrie40-readiness.de/?lang=en  

 
1-2-2-4. インダストリー4.0 のトレーニング用モデル工場（DCC） 

インダストリー4.0 用トレーニングファクトリー(以下、DCC)は「これからの人材」

育成に向けての取組例である。DCC 設立の狙いは、「現実に即した工場環境の中で、特

に製造企業と工学部の学生を対象として、デジタル化とインダストリー4.0 に関するサー

ビスを提供すること」にある。 

DCC に派遣される企業のエキスパートや管理層は、提示されるインダストリー4.0 の

課題とチャンスに挑戦することにより、デジタル化対応能力を養うことができる。DCC
でトレーニングと経験をつむことにより、自社に帰ってから「つながる生産現場」を成

功裏に構築できるようになる。DCC は、参加したメンバーが、自社に帰ってからデジタ

ル転換を実施しやすいように最適な環境が整えられた施設である。 

DCC には、リアルタイムの診断ツール、ビッグデータ分析、デジタルパフォーマン

ス測定ツール、3D プリンターおよび人間協調型ロボットなどの最新技術による設備・機

器が設置されている。また、DCC の生産ラインには、多くの工場がそうであるように、

旧式機械も新式機械とならんで配置されている。現実的かつ典型的な「ブラウンフィー

ルド(新旧混在)」の現場を再現しているのが特徴である。DCC で実施される実践的ワー

クショップでは、参加者は如何に異なるインターフェイスをリンクさせ、如何に新技術

を自社独自の生産ラインに統合したら良いかを学ぶことができる。 

以上から明らかなように、DCC はデジタル変換のためのモデル工場を提供すること

によって、最新技術の理解と実用的な導入方法の手順を学習する場となっている。 

なお、こうした施設はシンガポール、シカゴ、北京およびベニスに開設されると報知

93されている。 

1-2-2-5. 地方政府による中小企業への技術移転と人材育成 

ドイツ南西部にあるバーデンビュルテンベルク州(以下、BW 州)の州政府は、2 百万

ユーロのプラットフォーム・インダストリー4.0 移転プロジェクトを立ち上げている。 

                                                  
93 DCC に関する情報は、NRW.INVEST News 2017-04 Editions に基づいて NSRI が作成。 

https://news-japan.nrwinvest.com/2017/4/2#/2017/4/3 
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BW 州の経済産業省は、本プロジェクトにおいてアーレン、エスリンゲンとロイトリ

ンゲンの 3 大学とシュタインバイス財団94の協力の下、各大学が連携しやすいように共

通のプラットフォームを構築する。3 大学から中小企業への技術移転の円滑化を図るこ

とが狙いである。州内の中小企業は大学からの技術移転や支援を受けることで、デジタ

ル・ネットワーキングを活用したり、知的生産に乗り出したりしやすくすることができ

る。 

3 大学は、シュタインバイス財団と協力して、技術移転活動と二つの機能を結びつけ

る役割を果たしている。 

一つ目の機能は、サイト間にまたがるインダストリー4.0 実験室をデモンストレーシ

ョンセンターとして確立する一方、二つ目の機能であるプラットフォームをベースとし

て技術移転のためのマネジメントを確立することである。 

このような活動は、研究開発プロジェクトの完璧な解法に結びつく。また、大学のイ

ンダストリー4.0 実験室が教育と訓練のための場となることで人材育成に貢献できる。 

1-2-2-6. 将来の工場内作業のイメージ 

ドイツ技術者協会(以下、VDI)は 2015 年 4 月に発表95した「独米の工場作業者の将来

像」に関するレポートにおいて、以下のような三層構造のピラミッド図を掲示している。

この図で「将来の工場における典型的な作業はこのピラミッドの第 3 層のような作業に

なる」というイメージである。第 3 層は第 2 層の基礎となり、第 2 層は第 1 層の基礎と

なる。 

第 3 層は、将来の工場において、ヒューマンファクターに根本的な変化を及ぼすと考

えられる要素である。これは次の 4 つ、「ツールと技術」「組織と構造」「労働環境」「組

内・組織間協働」からなる。 

                                                  
94 Steinbeis 1971 年設立。 本部はバーデンビュルテンベルク州シュツットガルト。 企業競争力と産業活
性化の促進を目的に、企業コンサルティングと開発業務を有償受託する欧州最大産学協同事業体。ナレッ
ジ移転センターSTC は世界 400 拠点、3,600 人以上の専門分野のスタッフ。STC は工科大学や総合大学に
併設、幅広いテーマをネットワーク。https://www.steinbeis.de/de.html 
95 VDI Industry 4.0 A Discussion of Qualifications and Skills in the Factory of the Future: 
A German and American Perspective April 2015 

http://www.vdi.eu/fileadmin/vdi_de/redakteur_dateien/bildung_dateien/VDI-ASME__2015__PDF_Version_final
_2_NEW.pdf#search=%27white+papers+on+industry+4.0%27  
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図表 20 将来の工場における作業の構造（イメージ図） 

 
出所：VDI Industry 4.0 A Discussion of Qualifications and Skills in the Factory of 

the Future: A German and American Perspective April 2015 から NSRI 作成

http://www.vdi.eu/fileadmin/vdi_de/redakteur_dateien/bildung_dateien/VDI-ASME__2015__
PDF_Version_final_2_NEW.pdf#search=%27white+papers+on+industry+4.0%27  

 
「ツールと技術」は、熟練の労働者が使用しているスクリュードライバーや CNC 装

置などのことである。それ故にインダストリー4.0 の影響はこうした熟練労働者に及ぶと

考えられる。「組織と構造」は、熟練労働者が仕事をしている仕組みをさす。熟練労働の

分野にはたくさんのヒエラルキーやチームの仕事の進め方などの仕組みがあり、インダ

ストリー4.0 の影響が及ぶ。「労働環境」は、まさに物理的な労働環境である。機械、ロ

ボット、などである。「組織内・組織間協働」は、工場内と外部との熟練労働者によるコ

ミュニケーションであり、こうした協働の在り方は影響を受けざるを得ない。 

こうした第 3 層が受ける様々な影響の検討を通して、第 2 層の業務内容が検討され、

さらに、第 1 層において、将来の工場労働者が身につけるべきスキルと職業資格の再検

討が行われていく。 

1-2-3. 英国の製造業戦略 

1-2-3-1. TES（全生涯エンジニアリングサービス）戦略 

英国には TES（Through-life Engineering Services96）と呼ばれる、製品の追跡管理

を全生涯にわたって可能にし、局面に応じたエンジニアリングサービスを展開するとい

う考え方がある。この TES 戦略については本専門部会における第 1 回目の経済産業省に

よる Connected Industries についての講演においても「スルーライフ・エンジニアリン

グ・サービス(TES)戦略」として詳細な紹介があった。 

                                                  
96 Through-life Engineering Services Center の HP をみると、TES センターのレポート最終版や TES

国家戦略などのほか、「サービス・イノベーションとテクノロジー」という無料オンラインコースにア
クセスできる。 https://www.through-life-engineering-services.org/index.php/home   
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日機連においても先行事業「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」平

成 26~28 年度97において毎年度取り上げてきている。 

そこで本事業においては、「人材」という観点から光を当てる。英国の TES 戦略のう

ち、以下の事例「製品の生涯サイクルに焦点を当てたエンジニアリングをデジタルツー

ルで実現できる人材教育」を紹介することにする。 

1-2-3-2. 英国の大学における TES 関連人材教育 

クランフィールド大学は、T ES の中心的活動を展開する大学の一つである。同大学

に、英国工学・物理科学研究会議（EPSRC）から支援を得た TES センター98が設置さ

れている。 
同大学には開設 7 年目を迎える修士コース、“MSc in Through-life System 

Sustainment”がある。本コースの狙いは、複雑化する設備やシステムのサポートを含

む高度訓練のニーズに応えられるスキルを強化することにある。本コースにより、生産・

製造組織にとっての競争力上の利点を獲得する一方で、履修者自身のスキルを究極的に

高めることができるとされる。 

図表 21 カバーされるコース名 

 資産・価値のマネジメント 
 全生涯ビジネスモデルとそのマネジメントの必要性 
 製品と支援システムのための一貫した設計 
 運用可能性とリスク 
 全生涯コストと支援システムの最適化 
 全生涯マネジメントにおける決定のためのデータ 
 設備のライフサイクル段階別活動の管理 
 マネジメントの変更とリーダーシップ 

出所：クランフィールド大学からのメールによる；2017/05/05 (金) 23:16 
Cranfield University cranfield.som1@cranfield.ac.uk 

 
本コースの核心となる効用は「全生涯価値の全体的な理解」だという。開設が 2017

年 10 月 17 日。科学修士（MSc )の取得が可能。非全日制(パートタイム）で履修期間 2
年半。授業は、講義 40％、グループ・プロジェクト(論述）20％、個人のプロジェクト

                                                  
97 英国の産業政策や TES 戦略については、日機連の先行調査研究「世界の製造業のパラダイムシフトへ

の対応調査研究」において、3 か年にわたり続けて紹介してきた実績がある。特に英国の製造業復活
（HVM）戦略やケンブリッジ大学 IfM 研究所などについては平成 26 年度ｐ23～ｐ29、ｐ101～102、
同 27 年度ｐ37~39 参照、同 28 年度ｐ47～50 参照。 

98 本センターのラジクマール・ロイ教授、クランフィールド大学、EPSRC などについては、日機連「世

界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」平成 26 年度版ｐ97～ｐ103 参照 
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40％。正規の修士コース以外の様々のコース（Diploma and Certificate level ）もある。

一般学生のほかに社会人なども想定されたプログラムが展開されている。 

コラム 4 英国のデジタル化戦略“TES” 

「TES,製品全生涯エンジニアリングサービス」における業種別現状と展望 

出所： Through-life Engineering Services   A National Strategy for Engineering 
Services   Delivering UK Economic Growth by Making Things Work  Better for 
Longer   Sector  Report  June 2016.から NSRI 作成  

http://www.through-life-engineering-services.org/downloads/TES_White_Paper_1.pdf 

 

1-2-3-3. TES 発の「全生涯コストアーキテクチャツール」 

TES センターでは、産学協働によって「TES 発全生涯コストアーキテクチャツール」

の開発とその応用・実証研究が進められている。以下では TES センター99の一つ、クラ

ンフィールド大学における「ロールスロイス」の事例100について紹介する。 

本事例のそもそもの狙いは、製品開発に際してユーザーサイドから要求されるサービ

要求に対して、新しく開発した製品を実際に稼働させたときに生じうる不具合のリスク

をどのように事前に評価すべきか、という点にある。 

                                                  
99 TES センターのキーとなる研究テーマは「No Fault Found(NFF)」。この研究プロジェクトはその価値

が評価され今や航空宇宙から鉄道、自動車、他の複雑な設備セクターにまでその応用先が広がっている。 
100 “EPSRC Center for Innovative Manufacturing in Through-life Engineering Services“FINAL 

REPORT 2016 ｐ49～ｐ50 
http://www.through-life-engineering-services.org/downloads/TES-Final-Report-2016.pdf  
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開発された方法論は、以下の図のとおり 3 つのパートからなり、そのうちの 2 つはイ

ンプット、もう 1 つはアウトプットに関連する。 

2 つのインプットのうち、その 1 つは「トップレベルのサービス要求」である。サー

ビスが稼働したら顧客が支払うに足るとみなしうるレベルの要求内容が入力される。 

図表 22 サービス要求リスク分析のために開発された方法論 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：“EPSRC Center for Innovative Manufacturing in Through-life Engineering 

Services” FINAL REPORT 2016 ｐ49 から NSRI 作成 
http://www.through-life-engineering-services.org/downloads/TES-Final-Report-2016.pdf  

 
もう 1 つは「ヒストリカルデータ」と「ノベルティ101」。前者はこれまで蓄積してき

たデータベースを指す。ここにはワイブル分布102の形状パラメータなどが含まれる。ヒ

ストリカルデータによって、既存のデータを修正したり、削除したり、新たに集計しな

おしたりすることによって、新開発製品の斬新さの部分の定義づけや特性の見極めを行

う。後者はヒストリカルに対する新規性のデータである。新製品開発にともない発生す

る新しい情報が入力される。 

これら 2 つのインプットが相互に作用しあいながら、アウトプットとしての新製品の

トップレベルのサービス要求に対するリスク分析が行われる。分析にはワイブル分布と

モンテカルロ103シミュレーションという統計手法が用いられる。このシミュレーション

                                                  
101 “novelty”は辞書には「真新しさ」或いは「新規性」などとある。ここでは「新製品の開発によって

生じる新しい情報」を指していると解釈している。 
102 Weibull distribution は、物体の強度を統計的に記述するために提案された確率分布。時間に対する劣

化現象や寿命を統計的に記述するためにも利用される。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AB%E5%88%86%E5%B8%83  

103 Monte Carlo method とはシミュレーションや数値計算を,乱数を用いて行う手法の総称 

インプットインプット

代替ソリューション
開発

ノベルティ 

トップレベルのサービス要求 

トップレベルのサービス要求のノンコンプライ
アンスに係る分析作業

処理

アウトプット

リスク分析 

ヒストリカルデータ 
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により、実際に稼働させることなく事前に、その製品の全生涯コストを予知することが

できる。また、サービス要求のコンプライアンスの範囲を、予測から示すことができる。

ここでの鍵は、全生涯コストを削減するためにすべきこととその課題の特定にある。リ

スク分析とともに代替ソリューションの開発も行われる。この 2 つが本方法論上のアウ

トプットである。 

この事例はロールスロイス社に適用され、首尾よく成功している。その結果、同社で

は初めて、システムとサブシステムや部品間の全生涯コストの寄与度をランキング付す

ることができたという。ランキング表を分析した結果は驚くべきもので、なんと全生涯

コストの 80％は、たった 20％の部品によることが判明した。いわゆるパレート効果

（80%-20%ルール、またはパレート原理）である。 

その後、BAE システム社なども関心を示したという。こうした実績の積み重ねがワ

ークブックの開発につながり、他社・他組織へのコンサルティングを可能104にしている。 

 

1-2-4. 米国の製造業戦略 

1-2-4-1. 産業インターネット（IIC の活動） 

米国では、産業間・企業間・事業所間などの相互をネットワークで結ぶ「産業インタ

ーネット」という概念が提唱されている。GE 社が発起人の一社となってネットワーク

をつなぐための標準化団体「インダストリアル・インターネット・コンソーシアム（IIC105

はその略称、2014 年 3 月 27 日設立、以下 IIC）が活動を継続している。 

IIC は、産業分野における IoT（IIoT）の標準化を標榜している。狙いは産業インタ

ーネットの相互運用性（シームレスに安価に相互につながること）を確保することにあ

る。多くの企業や団体などがネットワークをつないで拡張していくことを可能にする。

そのためにつながる部分を標準化する。標準化の重要性を謳い、標準化を推進する。標

準化を実際に実証して問題点等を明確にした標準化案を提案する。さらに標準化案を修

正する。こういった活動が、米国企業の参加にとどまらず、世界中の多くの地域から企

業が参集し、IIC に加盟し、実証事業などの活動を推進している。 

IIC は 2015 年 6 月に、HP 上で標準化を推進するための参照基準として IIC レファ

レンス・アーキテクチャー（以下、IIC/RA）を公表した。IIC/RA は「必要となる技術

的要素、方法論、障碍についての理解に資する」ことが狙いである。IIC/RA を参照する

ことによって、インダストリアル・インターネットに関するつながる製品やサービスを

                                                                                                                                                  
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%AD%E6%B3%95  

104 ここでいうコンサルティングの主体は TES センターである。同センターはクランフィールド大学と協
働して提携企業に対する活動を展開する。 

105 平成 28 年報告書ｐ40～44、ｐ73～74、ｐ83～85 参照 
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作り出すことができる。参照していることが、最高の品質保証となることが期待されて

いる。 

さらに標準化に関してはドイツのプラットフォーム・インダストリー4.0 と密接に協

議している。平成29年12月5日には協働でジョイント白書を公刊106したところである。 

以下、本報告書においては、独米の標準化の協働作業の概要とテストベッドの活動内

容について取り上げることにする 

1-2-4-2. RA(参照基準)107における米独連携(ジョイント白書) 

IIC は、2017 年 12 月上旬に HP 上に RA に関する米独連携の成果をジョイント白書

（以下白書）として公表した。本件については 2016 年 3 月上旬に米国の IIC とドイツ

のインダストリー4.0 プラットフォームが密接に連携して、RA に関する協働を進めると

いう旨の発表108があった。今回の報道はその協働の成果を白書としてまとめたものであ

る。 

今回の白書では、IIRA と RAMI4.0109それぞれの解説のほか、両者の範囲と目的、両

者のマッピングなどの記述がある。全 17 ページの小論となっている。 

1-2-4-3. 米独それぞれの RA の位置づけ 

白書では、米独の両プロジェクトの位置づけを次のように説明している。IIC が推進

する産業 IoT(IIoT)は、エネルギー、医療、製造業、公共インフラ、輸送の各産業間の相

互運用可能性を追求する狙いがメインであるのに対し、インダストリー4.0 は、次世代製

造業における価値連鎖のための詳細モデルを追求しようとしている。 

つまり、IIC は各産業間の垣根を取り払おうとしている。一方、インダストリー4.0
では製造業のデジタルトランスフォーメーションを進めようとしている。両者は競合し、

対立するというよりは、特に製造業分野ではその共通性が高く、協働することで IIoT の

普及に役立つとの認識が示されている。 

1-2-4-4. IIRA と RAMI4.0 の比較分析 

IIRA と RAMI4.0。両者はともに IT（情報技術）と OT（操業技術110）の融合を目指

している点で共通している。伝統的に OT は効率・利用可能性・一貫性・継続性・安全

性を重視してきた。一方、IT が重視してきたのは、迅速さ・スピード・柔軟性・コスト

                                                  
106 “Architecture Alignment and Interoperability” An Industrial Internet Consortium and Platform 
Industrie 4.0 Joint White Paper http://www.iiconsortium.org/pdf/JTG2_Whitepaper_final_20171205.pdf 
107 RA(参照基準)：レファレンス・アーキテクチャ、Reference Architecture の略、以下 RA 
108 本件については平成 28 年度「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」報告書ｐ73～74 
109 RAMI4.0: Reference Architecture Model Indutrie4.0 の略、インダストリー4.0 の参照基準に相当、平

成 28 年報告書ｐ43、ｐ74～79 参照 
110 本白書では、オートメーション技術は一見 IT に見えるが、OT だという説明を付している。 
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削減・事業の洞察・セキュリティである。IIoT はつながり・データ・分析・最適化・操

業インテリジェント化の推進力となる。最終的に IT と OT は融合することになる(次図

参照)。 
図表 23  IT（デジタル）と OT（ものづくり）の両面から両者融合化の力が働く 

 

出所：“Architecture Alignment and Interoperability” An Industrial Internet Consortium 
and Plattform Industrie 4.0 Joint White Paper から NSRI 作成

http://www.iiconsortium.org/pdf/JTG2_Whitepaper_final_20171205.pdf 
 
次にみるマップ（対応付け）とアライン（整列化）は、こうしたそれぞれの違いを乗

り越えて、実は相互に補完しあえるという理解を促すのに役立つという。 

図表 24 インダストリー4.0 と産業インターネット（IIC）の概念・方法論 

対比する視点 インダストリー4.0（独）が
関わろうとする対象 

IIC（米）が産業インターネッ
トで関わろうとする対象 

同じ単語だが使い方が異なる
“making”をみると 

製品をスマートにつくる 物事をスマートに作動させ
る 

上記を「システム」の視点か
ら言い換えると 

製品のライフサイクルに沿
って全価値連鎖を管理する
ことによって製品を作る 

大規模なつながったシステ
ムを構築し、配置し、運用す
る 

製造業に的を絞ると（この分
野では適用できる） 

元々製造業を対象としてい
る 

製造業は扱おうとする産業
の中の一つである 

両者の強調局面や目指す方向
性の違いをみると 

製造業のデジタル化と相互
運用性の深化を目指す。（例、
製品のアイデア段階から最
後までの全ライフサイクル
を含む） 

IIoT の技術的フレームワー
クでは、広範な適用性と相互
運用性を強調する 

出所：“Architecture Alignment and Interoperability” An Industrial Internet Consortium 
and Plattform Industrie 4.0 Joint White Paper から NSRI 作成

http://www.iiconsortium.org/pdf/JTG2_Whitepaper_final_20171205.pdf 
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図表 25 IIRA と RAMI4.0 の機能別対応 

 

     注.上図の対応関係は以下の表の通り 

 IIRA の機能領域 
 RAMI4.0 のライフサイクル&バリュースト

リームの各層との対応 

①.ビジネス（作業計画や CRM,ERP,MES のよう
な事業目的を達成するためのアプリや事業シス
テム間の情報統合化の機能） 

①.ビジネス（法や規制のもとで事業モデルをサポ
ートしつつ異事業間をつなぎ、事業を進める機
能を組織化する） 

②.オペレーションとインフォーメーション面の
境界領域（操業継続を確実にする管理とメンテ
にかかわる制御系と資産のための機能） 

②.機能（事業プロセス支援業務を可能にする技術
的機能性やアプリの実行時間環境） 

③.インフォーメーション面とアプリケーション
面の境界領域（全システムの高次インテリジェ
ンス化を実現するためのデータの収集・変換・
解析機能） 

③.情報（I4.0 の役割に応じて資産によるサービス
やイベントを記述する） 

 分野横断機能 
 RAMI4.0 のライフサイクル&バリュースト

リームの各層との対応 

④.接続性（分野横断的機能の管理・統合）  ④.コミュニケーション（統合層に制御指令を供
給） 

⑤.機能領域の全体（資産や制御系≪感知、制御、
作動などの制御を含む≫が演ずる機能） 

⑤.統合（物質的資産やそのデジタル能力をデジタ
ルに表現する統合層、また、I4.0 に対応すると
きに参照するのが機能層） 

⑥.物資的システム（形式的には定義されない） 6.資産（含む、部品、文書、ソフト、ヒト） 
出所：“Architecture Alignment and Interoperability” An Industrial Internet Consortium 

and Plattform Industrie 4.0 Joint White Paper から NSRI 作成
http://www.iiconsortium.org/pdf/JTG2_Whitepaper_final_20171205.pdf 

 

白書の結論として、IIRA は様々な産業における産業間の相互運用性に力点があるの

に対し、RAMI4.0 は製造業分野におけるデジタル化による深化を目指したモデルである。 

 

右表の丸数字に対応 

上図矢印は上から順に左表の丸数字に対応 

1 
2
3
4
5
6 
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両者の概念には多くの共通性があるとともに差異もみられる。しかしこういった差異

の多くについては、お互いの発展の妨げになるというよりはむしろ相互に補完しあえる

とみることができる。例えば IIRA で強調されている産業分析のアイデアは、インダス

トリー4.0 のインテリジェントシステム構築の際には役に立つ。一方、インダストリー

4.0 のコンポーネントは、製造業の場合には特に IIRA で構築される IIoT システムにも

インダストリー4.0 にも広範な相互運用性をもたらしうる。 

 

1-2-5. 中国の工業近代化・情報化同時併進戦略 

中国については、他の分野と同様に、日機連における先行調査研究「世界のパラダイ

ムシフトへの対応調査研究」平成 26～28 年度報告書の各版において「中国製造 2025」
の動向についてトレース111してきた。以下は概要とその最新の動向に注目する。 

1-2-5-1. 「中国製造 2025」と「インターネット＋」 

「中国製造 2025」と「インターネット＋112」はともに、2015 年に発表された 10 か

年にわたる国家戦略の一部をなす。製造業にイノベーションを起こすことによって、製

造大国から製造強国への脱皮を図るという目標を掲げている113。 

ポイントは「情報化」と[工業化」を「深度融合」し、推進することにある114。まさ

にデジタル化におけるハードウェアとソフトウェアの融合、或いはハードと ICT の融合

を謳っているわけである。 

1-2-5-2. 「製造業こそワールドパワーに上り詰める唯一の方法」 

2015 年の国務院通知115には「製造業は国民経済の主体、立国の本、興国の器、強国

の基」と指摘している。さらに「国際競争力のある製造業を構築することこそが、中国

の総合国力を高め、国家安全保障を確実にするとともに、ワールドパワーに上り詰める

ための唯一の方法である」という。そのため「中国は科学技術の革新に挑戦しようとし

ている」として「インテリジェントマニュファクチャリング」「3D プリンティングなど

の分野でのブレークスルーの促進」などがターゲットとされている。 

                                                  
111 日機連「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」平成 26 年度版ｐ21、同平成 27 年度版

ｐ51～ｐ58、同平成 28 年度版ｐ26、ｐ28、ｐ29、ｐ31、ｐ33～ｐ34、ｐ54～ｐ60 参照 
112 「インターネット＋」は新しいビジネスを創出すること、「+インターネット」は従来の産業の生産性

を向上させること、同上報告書平成 28 年度 p54 
113 同上報告書平成 27 年度 p54 
114 同上報告書平成 28 年度 p54 
115 同上報告書平成 28 年度 p57 
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図表 26 「中国製造 2025」、「インターネット+」、「+インターネット」 

 
出所：2015 年度（第 41 回）日中経済協会合同訪中代表団 訪中記録 2015 年 11 月 1 日～

8 日 北京・四川（成都・徳陽・綿陽） 一般財団法人 日中経済協会 ，並びに、
公益社団法人経済同友会、2016 年 10 月 24 日 「代表幹事中国・ミッション報告書」
から NSRI 作成
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/161024a.html 

 

1-2-5-3. 「製造業人材発展計画」 

2017 年 2 月、中国工信部など 3 部門が合同で「製造業の人材発展計画ロードマップ」

が発行116された。これで「中国製造 2025」の計画体系はすべて発表されたことになる。

つまり「中国製造 2025」のトップダウン構想はほぼ完成し、全面的実施段階に入ったこ

とになる。その中でも「スマート製造」は主力方向及び核心的なコンテンツとして、中

国製造業の「大」から「強」への転換を成し遂げる根本的な道筋となっている。 

1-2-5-4. 「スマート製造モデル」 

先日発表された「スマート製造プロセス実施ロードマップ（2016 年～2020 年）」117で

は、「第 13 次 5 ヵ年計画」に合わせて「デジタル化製造」の普及、「スマート製造モデ

ル」を実施し、伝統的製造業のスマート化への転換を引き続き推進するとともに、強い

競争力を持った製造業を構築し、製造強国を建設するために「しっかりとした基礎」（次

の 1-2-5-5 参照）を固めるよう要求されている。 

                                                  
116 「製造業の人材発展計画ロードマップ」に関する情報は、日鉄住金総研㈱海外技術情報部海外鉄鋼関

連レポート（ 作成日 2017 年 3 月 28 日）「我が国の鉄鋼業は如何にしてスマート製造の優位性を確

立するか？」出典：中国冶金報 2017 年 2 月 22 日による 
117 日鉄住金総研㈱海外技術情報部海外鉄鋼関連レポート 作成日 2017 年 3 月 28 日 「我が国の鉄鋼

業は如何にしてスマート製造の優位性を確立するか？」出典：中国冶金報 2017 年 2 月 22 日による 
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1-2-5-5. 「自動化」と「スマート化」 

「しっかりとした基礎」の例として例えば、スマート化を「自動化の高次段階であり、

自動化という基礎がなければスマート化を語る条件は具わらない」という認識を示して

いる。またそうした自動化やスマート化では、「デジタル化をベースとしたビッグデータ

を活用した遠隔コントロールの推進」が必要であるとして、「詳細な基礎データ統計」を

基にした「数学的モデルの構築」とその活用の重要性が謳われている。 

さらに、科学技術の面では「1997 年、アメリカ IBM 社の『ディープブルー』スーパ

ーコンピューターは、当時世界 No.1 のチェスグランドマスター・カスパロフに勝利」

したことと、その「20 年後、英・ロンドンの Google DeepMind 社が『AlphaGo』とい

う囲碁コンピュータソフトを開発し、2016 年 3 月に世界トップの囲碁棋士であった韓国

の囲碁世界チャンピオン・イーセドルを破り、人工知能を新たな段階に押し上げた」例

を引用して、「前回は『自動化』が人類に勝利したのであり、今回は『スマート化』が人

類に勝利した」との総括を行っている。 

1-2-5-6. 「智慧」と「能力」 

中国工程院 院士・王国棟は118スマート化に対し、「感覚から記憶に到り、更に思惟に

到る過程を『智慧』と言い、智慧の結果として行為と言語の『能力』が生じ、その両者

を合わせて『スマート』と言う」と規定し、「スマートシステムは『感知能力・記憶』及

び『思惟能力・学習』及び『適応能力・行為決定能力』を持っているべき」とみている(次
図参照)。  

図表 27 中国式「スマート」と「スマートシステム」 

 

出所：日鉄住金総研㈱海外技術情報部海外鉄鋼関連レポート 作成日 2017 年 3 月 28 日 

「我が国の鉄鋼業は如何にしてスマート製造の優位性を確立するか？」出典：中国冶

金報 2017 年 2 月 22 日から NSRI 作成 

                                                  
118 同上 
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1-2-6. 韓国のスマートファクトリー推進施策 

1-2-6-1. ドイツの韓国に対する評価 

ドイツはかねてより韓国の産業政策を高く評価してきた。「5G ネットワークの構築に

乗り出した韓国を見習うべきだ」というメルケル首相の発言119をはじめ、インダストリ

ー4.0 に関するベンチマーク調査を行った acatech の調査レポート120には、「予測的メン

テナンスの分野における利用可能なノウハウの面では、韓国はドイツの『インダストリ

ー4.0 の概念が求める要求』の先を行っている」と高く評価している。 

また、主に大手財閥系企業の活動によって、韓国は既にインダストリー4.0 ソリュー

ションを産業に実装している。「製造産業イノベーション」をスローガンとして掲げ、政

府による支援や動機づけによって中小企業 1 万社のスマート化を推進している」とも評

価している。 

1-2-6-2. 韓国の「スマートファクトリー化」計画 

上述した「1 万社スマート化」事業に引き続いて、韓国の産業通商資源部（日本の経

済産業省に相当）は、2017 年 4 月、「スマート製造革新ビジョン 2025」を発表121した。

その狙いは「IT 強国」を目指し、中小企業を「スマートファクトリー化」することにあ

る。つまり「スマート製造イノベーション戦略」である。2025 年までに中小企業工場 3
万ヵ所のスマートファクトリー化を目指す。これは当初計画の 1 万ヵ所（2020 年）を 3
万ヵ所（2025 年）に拡大する。但し、このうち 4500 ヵ所は大手の下請け同士の連携だ

という。 

図表 28 韓国政府による政策実施状況 
年次 政策の実施内容 これまでの実績 これまでの成果 

2015 年 スマートファクト
リー館を新設 

2015 年からの継続事業 釜山市で開催の Busan 
International Machinery Fair
（2017.5.24~27 日） 

2016 年 
「先導モデルスマ
ートファクトリ
ー」事業 

先導モデルスマートファ
クトリーとして 45 社を支
援 

45 社の社長らが伝道師として全
国を回り、中小企業の相談役にな
っている 

2017 年 
1108 億ウオン
（110 億円）中小企
業 2200 社のスマ

2014 年ごろかから始ま
り、2016 年までに 2800
社支援済み 

構築完了した 1861 社、生産性平
均＋23％、不良率同 46％減、納期
同 34.6％短縮、2014 年に同事業

                                                  
119 Financial Times、2017.1.25 を基に NSRI 作成 

http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=4tw4ZJnIPZMJ&p=financial+times+germany+scilicon+valley&u=https
%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcontent%2F31469796-dcd1-11e6-9d7c-be108f1c1dce  
120 Industrie 4.0 – International Benchmark, Future Options and Recommendations for Production Research
（2013 年 11 月~2016 年 6 月）2016 年 10 月刊、URL： 
http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikationen/Son
derpublikationen/INBENZHAP_E_web.pdf  

121 日経ロボティクス 2017/07 号「韓国の『スマート製造イノベーション』戦略」趙 章恩(IT ジャーナリ
スト) から NSRI 作成 
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ートファクトリー
構築支援 

年末にはスマートファク
トリーは累積 5000 ヵ所に
達する見込み 

に参加した 277 社の売上高 2014
年の前年比0.7％減から2015年に
同 5.3％増 

スマートファクト
リー館 

「製造技術とスマート技
術の融合」をテーマ 

25 か国、520 社が出展 

出所：日経ロボティクス 2017/07 号「韓国の『スマート製造イノベーション』戦略」趙 章

恩(IT ジャーナリスト) から NSRI 作成 
 

韓国のスマートファクトリー事業の推進方法をみると、政府機関が「官民合同スマー

トファクトリー推進団」という新しい団体を設立する。団体にこの事業を受託させ、大

手企業は基金に出資する。大手企業であるサムスン電子、LG 電子は、自社の生産管理

や在庫管理ソリューションを下請け工場に提供し、無料コンサルティングを実施してい

るという122。政府と大手企業が手を携えて国内中小企業の「スマートファクトリー化」

を推進している。 

1-3. まとめ：マクロ環境の変化 ポイントと問題提起 

1-3-1. マクロ環境変化のポイントと問題提起 

1-3-1-1.デジタル革命と産業革命 

デジタル化・ネットワーク化といった新しい産業革命・デジタル革命が進むと、技術・

システム・ビジネス・社会・経済の各面に大きな変化が生じる。 

変化を象徴するトレンドをみると、技術の発展は、ハードウェアとソフトウェアの融

合化の方向にある。システム面では、デジタル革命の進行に伴い、デジタル化・ネット

ワーク化・オープン化が進む。ビジネス面ではものの所有からサービスの利活用へと移

る。社会・経済面では、中央への集中・集権から個別分散・分権へと変わる。 

デジタル革命は、事業と組織、人の役割の見直し（デジタルトランスフォーメーショ

ン）を必要とする。事業と組織は、アナログからデジタルに変換され、再びアナログに

変換されるプロセスを経る。最終顧客を中心とした事業モデルに再定義される。変革後

の新組織は、変化への迅速対応が必須とされ、リーンスタートアップに範をとったデザ

イン思考など新手法を駆使できる組織となる。 

1-3-1-2.製造業のパラダイムシフトとそのイメージ 

「つながるスマート製品」は、これからの製造業が生み出す製品の新しい概念として

提唱されている。従来型ハードウェアにセンサーなどのスマート部品とアンテナなどの

通信部品の 3 つがセットされた製品である。製品の生涯トレースが可能になり、製品を

基点とした様々なサービスが展開される。 

                                                  
122 同上 

－84－ －85－



86 
 

生産ラインでは、DT(デジタルツイン)、CPS、さらには MR(混合現実)、VR,AR とい

った先進技術、3D プリンターなど積層造形技術（AM）や人と協調し、人を支援し、人

の作業を補完するロボティクスの活用が進む。また、カスタマイズやパーソナライズが

進み、生産システムは変動対応が可能になる。製品の市場投入時間は劇的に短縮される。

生産性や効率は格段に高まる。 

製造業の新しいビジネスモデルをみると、価値の源泉として、所有そのもの(所有欲)
に価値を見出す例（スーパーカーなど）や機能に価値（バルブ、ボルトナットなど）、稼

働に価値（圧搾空気の流量課金など）、必要なときの迅速さに価値（保守メンテナンスな

ど）、空き時間・空間帯に価値（ウーバー、Airbnb、空き工場のレンタルなど）、資金負

担に価値(リースなど)、社内使用目的で自作したものの外販化に価値（自社開発システ

ム、Predix など）を見出す例がみられる。 

先進デジタル技術を活用したプロセスイノベーションやビジネスイノベーションが、

市場競争力をますます左右する時代になる。 

なお、IMD123のデジタル競争力ランキング（2017）によれば、日本のこうした新し

いデジタル革命を乗り切る力としての国際評価は決して高くない。総合で 27 位。そのう

ちのデジタル技術は 59 位とされている。 

1-3-1-3.産業革命と世界の動向 

世界では製造業新戦略の策定とその推進が活発である。ドイツでは、大手企業を中心

にインダストリー4.0 のソリューションが開発されている。ドイツ機械工業連盟に業際メ

ンバー企業が集い、セキュリティや法的枠組みまで含む包括的な議論を経て提供されて

いる。他の企業はこういったソリューションにアクセスできる。 

中小企業への普及啓発活動も盛んである。オンラインで自社のインダストリー4.0 の

進捗状況をチェックできる仕組みがあるほか、インダストリー4.0 の進め方を解説した報

告書も用意されている。 

DCC という訓練センターがドイツ各地に設置され始めている。DCC のモデル工場に

出かけてそこで訓練を受け、実地に体験する。自社に帰ってから体験を活かしてスムー

ズに導入することができる。中小企業への技術移転や指導啓発には、ドイツの工科大学・

応用科学大学、各種の研究機関が協力している。従業員サイドのエンプロイヤビリティ

確保のため、デジタル化された将来を展望した職業資格とスキルの研究も地道に進めら

れている。 

                                                  
123 IMD: International Institute for Management Development 国際経営開発研究所、スイス、ローザ
ンヌに本拠を置く世界トップクラスのビジネススクール、国際競争力ランキングで著名。近年、デジタル
ランキングを公表。https://www.imd.org/ シンガポールにも拠点あり。
https://www.imd.org/publications/articles/the-imd-world-digital-competitiveness-ranking/  
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イギリスは、製品の全生涯トレースを可能にする技術開発とその普及に、国家予算が

投入され、大学がその実行センターになっている。専門のプログラムを開発して、大学

生のみならず一般社員も対象にした教育活動が展開されている。 

米国の IIC とドイツのインダストリー4.0 は、RA(参照基準)モデルの相互運用性確保

を狙いとした協働プロジェクトを立ち上げ、2017 年にジョイント白書を公表した。特に

製造業分野において、両 RA の機能別対応を明らかにし、相互に融通が利く方向性を打

ち出している。 

中国は、スマート製造プロセス実施ロードマップなどを打ち出し、デジタル化、スマ

ート化による製造強国の実現を展望している。 

韓国は、ドイツからの評価が高い。特に韓国の 5G ネットワークは高く評価されてい

る。財閥系大企業のノウハウを、中小工場へ移転する政策が注目されている。2020 年ま

でに 1 万社に移転する計画が、2025 年 3 万社と上方修正された。 

1-3-2.マクロ環境変化から見た問題提起 

世界の製造業のパラダイムは確実にシフトしつつある。デジタル化・ネットワーク化

が進み、モジュール化やシステムのシステム化(個別システムの統合化)が進行する。（以

下、デジタル化と総称する。）デジタル化が世界の趨勢となりつつある。こうした世界と

の競争に打ち勝つためには、もはや猶予はない。一日も早くデジタル化を進めることが

不可欠である。 

しかしながら、部会で議論されたとおり、日本の機械工業の現状は、機械工業のベー

スにある「ものづくりの基本」ともいえる原理・原則などの 5 ゲン主義の徹底や、工学

的原点への回帰といった点に、不充分さや問題を抱えている。デジタル化に引き続き注

力することは当然であるが、同時にものづくりの基本についても、従来以上に取り組む

必要があると考えられる。 

日本の機械工業は、ものづくりとデジタルの 2 つを追求するという難しいかじ取りを

余儀なくされている。しかも両者のバランスを取る必要がある。 
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第 2 章 進行するパラダイムシフト 

本章では、前章で確認した事業環境の変化と新しい産業革命と世界の動向を踏まえ、

製造業において現在進行中の技術革新の動向と新しいものづくりの実態を探る。パラダ

イムシフトの原動力・起爆剤としての技術革新として AI（人工知能）や IoT、DT(デジ

タルツイン)、CPS(サイバーフィジカルシステム)などを取り上げる。また、DT と密接

なモデリングとの関連から「基盤技術」を例にデジタル化の問題を考察する。そのベー

スは各種文献やネット検索、メールマガジン、各種シンポジウムなどである。また、ベ

ースの一部には、委員を対象とした認識調査から、メンバーの見方や意見を紹介してい

る。 

2-1. 技術革新（パラダイムシフトの原動力・起爆剤）  

製造業のパラダイムシフトにかかわる最も重要な要因は、現代における凄まじいまで

の技術革新とそのスピードである。 

特に予想を超えるほどの技術進歩を果たしつつあるのが、ディープラーニングなどの

AI である。オープンソースソフトウェアの発展も同様である。また、ハード面に目を向

けると、センサー等の技術進歩も目覚ましい。軽薄短小化と廉価化が急速に進んでいる。

IoT は現実の技術になりつつある。AI も IoT も「デジタル化」が鍵である。現代の技術

進歩は総じてデジタル世界との関係が密である。「デジタル革命」「デジタル破壊」「デジ

タルトランスフォーメーション」などもほぼ同様の趣旨で使われることが多い。 

以下ではまず製造業のパラダイムシフトを引き起こすという意味で、ゲームを変えて

しまう技術、「ゲームチェンジングテクノロジー」から見ていくことにする。 

2-1-1. ゲームチェンジングテクノロジー 

2-1-1-1. ゲームチェンジングテクノロジーとは 

ゲームチェンジングテクノロジー（Game-Changing Technology）とは、要すれば今

までのビジネスを根底から変えてしまうような破壊力を有する新技術のことをいう。昨

今の諸報道や出版状況124から推測するに、当該技術として IoT や AI を挙げることには

異論が少ないのではないか。 

                                                  
124 AI 関連の出版物を挙げると「まるわかり AI 開発最前線 2018」（日経コンピュータ 2017.11） 「AI

白書 2017」（IPA,2017.7） 大野治「IoT で激変する日本型製造業ビジネスモデル」（日刊工業新聞社、

2016.12） 松尾豊「人工知能は人間を超えるか」（KADOKAWA,2015.3） 清水亮「よくわかる人工

知能」（KADOKAWA,2016.10） 三宅陽一郎「人工知能の作り方」（技術評論社、2017.1） 長谷敏司、

藤井大洋ほか「AI と人類は共存できるか」（早川書房、2016.11） 齊藤元章「プレ・シンギュラリテ

ィ」（PHP 研究所、2017.1） AI の挑戦（如水会報 2017.3 別冊） 最新人工知能シンポジウム（日刊

工業新聞,2017.3.17） AI・ビッグデータ活用（日刊工業新聞、2017.4.21） AI 戦略勝負の年（日刊
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Bigthink コム125というサイトには「どんな業界であっても、もはやテクノロジーな

しでは生き残れない。競争力を維持しようと思ったら、最適なテクノロジーを予測しな

ければ事業形成が難しくなる。どうしたらテクノロジーを駆使して収益を生み出せるか。

それには、革新的な方法を自社組織の内外にわたって開発しなければならない。自社で

やらなければ他社がやってしまう。グローバルレベルで見ればテクノロジーは脅威とも

機会ともなりうる」とある。 

「2018 年以降、ゲームを変える技術は何かを見極め、技術の変革に見合う経営のあ

り方を検討し、イノベーションを加速することがますます重要になっていく。ゲームを

変える技術を見誤ると、市場から退場させられる危険がある」と述べている。 

ゲームを変える三つのテーマとして挙げられている技術126をみると、第 1 にオートノ

ミー（自律）、第 2 にアナログ技術の復権、第 3 に GPS 代替技術、が挙げられている。 

第 1 のオートノミーについては、ドイツのインダストリー4.0 の場合、工場内の機械

設備は相互通信により自律的に生産できるような姿が描かれている。 

第 2 のアナログ技術については、現在、IoT や AI などの IT 系のデジタル技術がもて

はやされているが、製造業にとってはアナログ技術の重要性は決して失われることはな

い。例えば「アナログ処理とデジタル処理を組み合わせた技術が新しい可能性を拓く」

という指摘127がみられる。 

第 3 の GPS 代替技術については、GPS は屋内では使えないことから、工場内通信に

よって製品や部品を追跡するには GPS 代替技術が必要となる。 

上記 3 つのテーマはいずれも製造業にとっても重要なテーマであることがわかる。 

2-1-1-2. テクノロジーのハイプサイクル 

技術の流行り廃りを毎年調査したものに、「テクノロジーのハイプサイクル128」があ

る。最新版をみると、次図のごとく、AI は上に凸の曲線の頂点付近にある。AI はいま

                                                                                                                                                  
工業新聞、2017.4.21） AI 技術見極め（日刊工業新聞、2017.8.23） 人工知能＆IoT ビジネス（日経

ビッグデータ、2017.7） IoT で生産改革（日刊工業新聞、2017.10.4） IoT でつながる社会が製造業

を強くする（日刊工業新聞、2017.4.20）等々 
125 20 Game-Changing Technology Trends That Will Create Both Disruption and Opportunity on a Global Level 

http://bigthink.com/flash-foresight/20-game-changing-technology-trends-that-will-create-both-disruption-and-o
pportunity-on-a-global-level  

126 日経ビジネスオンライン―米軍事研究から見える「ゲームを一変する技術」―鍵はオートノミーとア

ナログ技術の復活  生天目 章（防衛大学校名誉教授、米空軍研究所科学技術局（アジア事務所）科

学顧問）2018 年 1 月 11 日（木）
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/226265/011000203/?n_cid=nbpnbo_mlpus   

127 同上 
128 ハイプの原義は、過熱報道等により、実像以上に話題になったり、重要だと騒がれたりするような現

象をいう。新技術がその実像以上に話題になってくる場合に、やがてその熱気がうせたり、消えたりし

ていくが、中には生き残って新技術として発展していくものも出てくる。そうした様を概念的に図示化
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最も注目を集めている技術であることがうかがえる。IoT をみると、IoT そのものは既

にピークアウトしているが、IoT プラットフォームは頂点の少し手前、IoT セキュリテ

ィはもっと手前であり、これから山を登る(さらに注目を集める)位置にある。RPA
（Robotic Process Automation）129は頂点よりわずか手前、ブロックチェーンは頂点、

データサイエンスは頂点を下っているがまだまだその位置は高い。ビッグデータは山な

り曲線を降り切って少し横に移動した辺り。これは一時のブームが去り、これから地に

足の着いた技術になるとみられていることがわかる。 

図表 29 日本におけるテクノロジーのハイプサイクル(2017 年) 

 
出所：2017 年 10 月 3 日 ガートナー ジャパン株式会社  広報室  ガートナー、「日本に

おけるテクノロジーのハイプサイクル：2017 年」を発表

https://www.gartner.co.jp/press/html/pr20171003-01.html  
 
 

最近、未来技術、先端技術、先進技術といった表現のほかに、「テクノロジー」とい

うカタカナ表現も頻用されている。「テクノロジー」は、IT 系、ソフトウェア系などの

                                                                                                                                                  
したものがハイプサイクル図。ガートナー社が発表している。原典：STAMFORD, Conn., September 28, 
2017 View All Press Releases Gartner Reveals the 2017 Hype Cycle for Data Management 

https://www.gartner.com/newsroom/id/3809163  
129 RPA（Robotic Process Automation）とは、 認知技術（ルールエンジン・機械学習・人工知能等）を

活用した、主にホワイトカラー業務の効率化・自動化の取組み。ウィキペディア日本語版から。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF
%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%BC
%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3  
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分野においてよく使われる傾向がみられる。こうした技術は変化が特に激しい。深層学

習による囲碁の対局が示すように日進月歩という表現が最もよく当てはまる分野でもあ

る。今まさに技術革新が進行している。 

 
2-1-1-3. 技術革新の根源：半導体製造技術の動向と展望 

次の図は、現代の技術革新を引き起こした最先端科学技術の塊である半導体製造技術

のロードマップである。 

ムーアの法則はついに終わりを告げたとの報道も見られたが、次図にみる限り、技術

進歩は続く。進歩のテンポが緩やかになるだけということがうかがえる。 

図表 30 半導体製造技術の最新ロードマップ例 

 

注. 2017 年 6～7 月に出揃った半導体製造企業やファウンドリーの 10nm 世代以降のロード

マップを示したもの。TSMC や Samsung 社は 2016 年末時点の計画に対して、EUV
導入予定時期を約 1 年前倒しした。最初にリスク（少量）生産する場合の量産開始時

期と量産の継続期間は本誌（日経エレクトロニクス）推定。 
出所：日経テクノロジーオンライン：日経エレクトロニクス 2017 年 9 月号 ムーアの法則、

EUV で再起動へ 第 1 部：最新動向「15nm で足踏みの微細化、EUV に救世主の期

待」野澤 哲生  2017/08/21 00:00 の図に NSRI 加筆

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/mag/15/00164/00001/?n_cid=nbptec_neml&rt=nocnt  

10→7→5nm 

10→7→5/6→4nm 

14→7nm 

10→7nm 
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2-1-2. 人工知能（AI） 

2-1-2-1. 人工知能（AI）、最も注目されるテクノロジー 

「人工知能」は本報告書では原則として AI と表記する。AI は先にみたハイプサイク

ルの図でもピークに位置している。最も注目され、敷衍されることの多い技術である。

厳密に言うと AI は単一の技術ではない。あくまで AI と呼ばれる様々の技術のことを漠

然とさす言葉である。つまり AI は「概念や考え方、技術の総称」130とされる。また、

現在、AI と呼ばれている技術は、主に機械学習とディープラーニングの 2 つだという131。 

機械学習は「人間は評価基準だけを決めて、あとは機械に何度も試行させ、対応策を

自動更新させる」技術。ディープラーニングは「大量のデータを読み込ませることで、

評価基準自体を考えさせる」技術である132 (次の図も参照)。 

図表 31 AI 発展の系譜 

 
出所：経済産業省「新産業構造ビジョン」 一人ひとりの、世界の課題を解決する日本の未

来 平成 29 年 5月30日 産業構造審議会 新産業構造部会事務局  
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/pdf/017_05_00.pdf 

 
 

                                                  
130 日経コンピュータ「まるわかり AI 開発 2018 最前線」の記事 p150 から引用 
131 日経コンピュータ「まるわかり人工知能 2018 最前線」の記事 p217 から引用 
132 同上 
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2-1-2-2. AI が注目される理由 

AI はなぜ注目されるのか。「AI は破壊的なテクノロジーだ。企業の競争力そのものを

左右する。AI を駆使できる企業が競争に生き残る(ガートナージャパンの亦賀忠明氏)133」。

これは AI が前述の「ゲームチェンジングテクノロジーであることの言い換えである。こ

のことは IT 企業であるか、ユーザー企業であるかを問わない。 

2-1-2-3. AI ブームの歴史 

AI の専門家によると、AI にはブームがあり、今回は 3 回目に当たるという。この間

の経緯をみたものが次の図である。 

図表 32 AI の発展と３回のブーム 

 
出所：日経 BP 社 ITPRO ACTIVE「詳説 人工知能 なぜディープラーニングが注目を

集めるのか」 2017/03/06 古明地 正俊＝野村総合研究所 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/17/030300033/030300001/?i_cid=nbpitp_siad_try160301act

rank&act04 
 

図表 33 AI の累次のブームについて 

第 1 次ブーム134は、1950, 1960 年代と古い。MiniMax 法や αβ法といったアルゴリズムやパ
ーセプトロンが生まれた。後者は脳の構造を模したもので現在のディープラーニング135

の萌芽だという。 

第 2 次ブーム136は、1980,1990 年代で、上図にあるとおりエキスパートシステムが活発化し
た。これはその領域のルールを一つひとつ記述する必要があり、その大変さや「機械に
よる知性の発露」とは言い難いといった点がブームを下押しした。もう一つ脚光を浴び

                                                  
133 日経コンピュータ「まるわかり人工知能 2018 最前線」の記事ｐ11 から引用 
134 本節の第 1 次から第 3 次ブームについては、日経 BP 社 ITPRO ACTIVE「詳説 人工知能 なぜデ

ィープラーニングが注目を集めるのか」 2017/03/06 古明地 正俊＝野村総合研究所 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/17/030300033/030300001/?i_cid=nbpitp_siad_try160301actrank&act04 
及び 日経コンピュータ「まるわかり AI 開発 2018 最前線」の記事ｐ126,127 から NSRI 作成 
135 ディープラーニングについては「深層学習」という直訳があるが、文献やネットをみている限り大半

の論者がカタカナ名を使用している。ここでもその慣習に従う。 
136 同上 
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たのがニューラルネットワーク。パーセプトロンに誤差逆伝播法による学習を組み合わ
せることで現在のディープラーニングの走りとなったという。 

第 3 次ブーム137は、先進的な機械学習が実用レベルに達したことが大きいという。その原型
は既に 1960 年代に遡ることができる。機械学習とは、コンピュータに多数のデータを
学習させ、人間のように音声や画像を認識したり、最適な判断を下したりできるように
する技術。2016 年 3 月、囲碁の世界で起きた歴史的な「事件」により一躍有名になっ
た。 

出所：日経 BP 社 ITPRO ACTIVE「詳説 人工知能 なぜディープラーニングが注目を

集めるのか」 2017/03/06 古明地 正俊＝野村総合研究所 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/17/030300033/030300001/?i_cid=nbpitp_siad_try160
301actrank&act04 及び 日経コンピュータ「まるわかり AI 開発 2018 最前線」の

記事ｐ126,127 から NSRI 作成 
 

2-1-2-4. シンギュラリティ 

現在のディープラーニングを活用するには、活用対象の問題に対して個別に適切なモ

デルを定義する必要がある。AI は特定の分野においてその凄さを発揮する(特化型 AI、
弱い AI ともいう)。つまり、万能ではない。いまのところ汎用の AI(強い AI)は、研究は

されているが、実現はしていない138。 

近年急に話題を集めるようになったシンギュラリティ(2045 年問題)は、2005 年にレ

イ・カーツワイルが「特異点は近い」と宣言し、2012 年以降のディープラーニングの爆

発的な普及を契機として、大きな注目を集めるようになった。しかし、この問題は、汎

用 AI ができてからの話になる。AI に職が奪われるといった議論などはよくみられると

ころではあるが、いまのところ「シンギュラリティは来ない」と明確に否定されること139

が多いように思われる。本専門部会でもこれからの議論の前提としてこうした否定論に

立っている。 

2-1-2-5. 「クリティカル・シンキング」 

ハイプサイクルの山形曲線にみるとおり、流行すたりはいつの時代にもみられる。現

代はその山形が急峻になり、次々と新しい山形が登場する時代である。技術はいうに及

ばず考え方や捉え方も同様。過去にもアウトソーシング、グローバリゼーション、オフ

ショアといった言葉が飛び交い、その実態がわからぬままもてはやされているように見

えるときもあった。 

                                                  
137 同上 
138 「人工知能は人間を超えるか」松尾豊東京大学教授 KADOKAWA 2015、日経コンピュータ「まる

わかり AI 開発最前線 2018」のｐ13「記号か非記号か、それが問題だ 人工知能は使い分けが必要」
沖電気工業 五味弘 などから  

139 国立情報学研究所（NII）社会共有知研究センター センター長の新井紀子教授に関する下記サイトか

ら 
http://college.nikkei.co.jp/article/60842611.html https://resemom.jp/article/2017/06/02/38461.html 
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こうした流行語的な話に流されないための思考方法に「クリティカル・シンキング」

がある。直訳すると批判的思考となる。宮崎丈史140によれば、クリティカル・シンキン

グとは「提示された意見に対して、反証可能性を検証し、その反証が成立しないことを

持って、その意見が正しいことを証明する」と定義されるという。こうした方法論も重

要であるが、批判的に考えるという態度や姿勢についても重視されている点が特徴的で

ある。 

現在までのところ、シンギュラリティが実現するには汎用 AI が必要だが、その実現

はいまのところみえていないという意見が太宗をしめる。本専門部会の議論もそうした

見方に立脚している。 

2-1-2-6.  AI と人間のすみわけ 

AI は今後も研究が進む。今できないこともやがて(或いはすぐに)できるようになるか

もしれない。Alpha Go に用いられた「強化学習」（正解となるデータを与えて学習させ

る）のではなく、「行動」の選択を通じて得られた「報酬」を最大化する（例、誤差をよ

り小さくできれば報酬が得られるような仕組みがあると、誤差は解消に近づくといった

イメージ）と呼ばれる学習法には「可能性の芽」がある141という。 

しかし、「改善」のように人間が不満から課題を見出し、解決策を見つけていくのと

同様のことがコンピュータにできるかどうか142。本専門部会では、最も重要なことは課

題の発見や設定であるという意見・指摘がみられた。我々の不満のもととなる問題点に

気づいてそこから課題を設定するという仕事の中にコンピュータの手におえない要素が

含まれている可能性があるように思われる。「問題に気付く」ことができる。これが人間

らしい人間にしかできない能力・役割となるかもしれない。 

2-1-2-7.  AI の実用化に向けた課題 

多くの製造業にとって、AI はツールである。ツールとして使いこなすことができる

かが問われている。ではいざ AI を導入するとなるとどのような点に気を付けなければい

けないのか。 

以下、宮崎丈史氏の所論143をみると、いきなり「やってみなければわからない」点を

挙げている。機械が自分で学習した結果が導入した企業の狙い通りの効果を生み出すか

                                                  
140 日経コンピュータ「まるわかり人工知能 2018 最前線」ｐ221、宮崎丈史＝ベイカレント。コンサルテ

ィングから引用 
141 日経コンピュータ「まるわかり AI 開発 2018 最前線」のｐ131 「シンギュラリティへ AI が抱える

本質的な課題」北郷達郎 
142 同上 
143 日経コンピュータ「まるわかり人工知能 2018 最前線」ｐ221、宮崎丈史＝ベイカレント。コンサル

ティング「AI に騙されるな、経営者も技術を理解すべし」を基に NSRI 作成 
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どうかはっきりしないということである。そのための要諦として理想論として 4 つない

し実現性の観点から 3 つの点144を挙げている。 

まず、経営層にとっての課題を整理したものが次表である。この中で理想論として挙

げられている諸点は「理想的な観点から整理したもの」という意味合いである。 

図表 34 AI の実用化に向けた課題(経営層、理想論) 
経営層に求められること 経営層に求められるその必要性 

1.経営層は適正な経営判断をす
るためには、AI の各用語や技
術の単位で理解すること。 

☛抽象的にではなく技術要素の視点（音声認識・画像認識・
自然言語処理の区別)、学習技法の視点（ニューラルネット
ワーク・強化学習など）でそれぞれサービスが提供される
こと。また AI の基礎となる分析手法などの統計的知識など
導入に当たり必要となる知識は多岐にわたるという。 

2.導入目的を事前に定義・限定す
ること。 

☛狙うべき効果は、どの業務プロセスなのか、ターゲットと
する機能や業務を検討したうえで進める必要がある。 

3. 目的に合致する効果が出るか
を導入前に検証すること。 

☛やってみなければわからないが可能な限り見定める必要が
ある。 

4. データの重要性とコストを理
解すること。 

☛既存のデータはそのまま使えないことが多い。メンテナン
スや追加属性の定義が必要、加えて定義通りのデータ入力
の徹底が必要となる。 

出所：日経コンピュータ「まるわかり人工知能 2018 最前線」ｐ221、宮崎丈史＝ベイカレン

ト。コンサルティング「AI に騙されるな、経営者も技術を理解すべし」を基に NSRI
作成 

 
以上は理想論である。理想論はあくまで理想であるから、実用性やその実現性の点で

現実には厳しい点が含まれる。その問題点を少しでも減らそうという観点から挙げられ

ているのが次の表で整理した「経営層にとって実現性のある要諦」である。 

図表 35 AI の実用化に向けた課題(経営層、実現性を加味した要諦) 
経営層にとって実現性のある要諦 その理由 

第 1 に、既に実現済みのサービスやソリュ
ーションを流用すること。 

☛効果があることはよそで実証済みだか
らある程度は使えるはず。 

第 2 に、工数や費用の大きい基礎的な業務
を対象とすること。 

☛効率化が測れるので効果が見えやすい。

第 3 は、最新の AI(機械学習やディープラ
ーニング)ではなく、過去の AI の導
入から検討すること。 

☛より安価で実現性の高い代替手段の検
討が重視されるべきである。 

出所：日経コンピュータ「まるわかり人工知能 2018 最前線」ｐ221、宮崎丈史＝ベイカレン

ト。コンサルティング「AI に騙されるな、経営者も技術を理解すべし」を基に NSRI
作成 

 
                                                  
144 同上 

－96－ －97－



97 
 

AI の活用事例に関する報道をみる限り、その大半が AI を導入して活用しているとい

うレベルでとどまっている。どのような技術要素をもった AI かまでは触れられないこと

が多い。 

我々が AI に関する報道に接するときには上表のような「要諦」などに整理されてい

る視点をベースに咀嚼して受け止める姿勢が大事であるように思われる。 

 
2-1-2-8.  AI を使いこなすための条件 

製造業に AI が導入されると今度はユーザーとして使いこなす必要が出てくる。専門

家145は、「AI を活用しようと思ったら、自分で実践してみることが大事。ベンダーに丸

投げしてはいけない」という。「基礎的な知識や考え方を身につけていないと、AI に対

する誤解が起こりやすくなる。」また、「そもそも基礎的なことを理解していないと、う

まくコミュニケーションできないかもしれない。指示することも、プロジェクトにおけ

る要望を説明することも難しい可能性がある」とも指摘している。そして「まずは実践

してみることが誤解をなくすこと」につながるという146。 

特に、ディープラーニングの場合、「内部がブラックボックス化してしまう」面があ

る。」そのシステムがどのような特徴を利用しているのかはわからない」。従って「不具

合が生じたときに系統立てた対処が難しくなる」。このため「ユーザー企業の IT 部門と

利用部門が協力して、従来以上に実証実験などを通じて経験を積むことが重要」と指摘147

されている。 

以上のいずれの専門家も「実践」や「経験」といった読書による知識にとどまらない

学習の重要性を指摘している。 

2-1-3. IoT(インターネットオブシングス) 

2-1-3-1. IoT のイメージ 

IoT は、直訳すれば「もののインターネット148」である。スマホなどの個人間のイン

ターネットと区別される。この区別を強調したものが米国の GE 社などの「産業インタ

ーネット（Industrial Internet）」である。 

日機連では、平成 26 年度から 28 年度にかけて「世界の製造業のパラダイムシフトへ

の対応調査研究」を実施している。この先行結果によれば、“IoT”は、次の図にみられ

るように、今ある現実の世界（例、工場の場合は工場内の部品・部材、半製品、製品か

                                                  
145 ガートナージャパンの亦賀氏（日経コンピュータ「まるわかり AI 開発 2018 最前線」ｐ151） 
146 日経コンピュータ「まるわかり人工知能 2018 最前線」ｐ151、岡田薫「人工知能に関する 10 の誤解」

を基に NSRI 作成 
147 野村総合研究所の古明地正俊氏（日経コンピュータ「まるわかり AI 開発 2018 最前線」ｐ161） 
148 IoT という用語は日本では頻繁に用いられる。しかしドイツの文献では必ずと言っていいほど T のほ

かに S(サービス)がつく。さらに P（ヒト）や D(データ)などがつく場合も決して少なくない。T（もの）
以外にも配慮している様子がうかがえる。 
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ら工作機械や産業機械などの機械装置、搬送装置、作業員など）の中に張り巡らせたセ

ンサーなどをネットワークでつなぐことによって、多種多様なデータを収集する仕組

み・機能と捉えている。それゆえ、この時の報告書では「デジタル化・ネットワーク化」

がキーワードであった。 

なお、次図は、「デジタル化・ネットワーク化」という「新次元の製造業」の目指す

べき変革の在り方を示している。IoT は図中の一部の機能を担うという考え方を取って

いる。 

図表 36 新次元の製造業における「IoT」のイメージ図 

 
出所：日機連「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」平成 28 年度報告書、

および、「新世代 M2M コンソーシアム」日刊工業新聞 H29.7.14 から NSRI 作成 

 
IoT によって収集されたデータは、デジタル化され、蓄積される。デジタルデータは

必要に応じて取り出され、AI などのツールを利用して解析処理される。結果は可視化さ

れたり、解析されたり、シミュレーション結果として現実世界にフィードバックされる。

様々な判断、評価がなされ、新たなアクションへと続く。こうして工場はつながり、ス

マート化され、新次元の工場へと進化していく。IoT は、新次元の工場を具現化するベ

ースとなるわけである。 

こうして IoT を活用したデジタル化の流れが、インテリジェンス化（上図の大きな楕

円内の右側の囲み）・スマート化への変革を引き起こす。製造業の価値連鎖全体が、ある

IoT 
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べき未来の姿を目指して変革を進める。プロセスイノベーションとプロダクトイノベー

ションによって製造業の新しい姿、新次元の製造業の展望が可能になる。 

2-1-3-2. IoT 導入の意義 

IoT が導入されることの意義は、次のような点にあると考えられる。すなわち、従来

の工場では「当たり前」とされてきたことや「暗黙知」のままの状態におかれていたが

ゆえに、「形式知化」を阻まれてきた事象や、「知らないことがそこに潜んでいる」とい

う自覚意識（無知の認識）がみられなかった事象が、IoT の導入によってクローズアッ

プされる。IoT はそれまでの「未知」を「既知」に変えるための手段として機能すると

いう点である。 

それは偏に技術革新のおかげである。進歩したセンサー類などによりデジタル処理が

可能になったことから、従来はデジタルデータとして取り扱いにくかった情報や人間の

熟練技に依存せざるを得なかったような情報（例えば加速度、ひずみ、触覚、振動～上

図の下側の囲み参照）が、熟練者でなくても画面などで即座に簡単明瞭に見ることがで

きるようになる。この可視化の効果は IoT の大きな意義の一つに挙げられる。 

2-1-4. スマート製造の根幹技術：DT，CPS 

製造業のパラダイムシフトの原動力は技術革新であり、AI と IoT がその代表とされ

ることが多い。 

しかし、一般に言われている IoT は、やや漠とした捉え方をされることが多い。IoT
の代わりにDT(デジタルツイン)あるいはCPS(サイバーフィジカルシステム)と同一視さ

れる場合もある。DT と CPS は、IoT ほど一般に流布されているわけではないが、製造

業のデジタル化をみていく場合には避けて通れない技術である。 

もちろん、これらの技術を俯瞰すれば、IoT も DT も CPS も同じようなものという見

方もできる。その一方で言葉にはそれぞれ固有の歴史や背景があるのも事実である。そ

こで、以下ではそれぞれの技術の概要をみていくことにする。 

2-1-4-1. CPS 

CPS（Cyber-Physical Systems）とは何か149。ここではアメリカ国立科学財団 
(National Science Foundation, NSF )による「CPS プログラム」に関する助成のための

募集要項（2014 年改定版）の説明から表にまとめてみる。 

CPS の諸側面 CPS の諸側面に関する解説 

CPS とは 
 コンピュータのアルゴリズムと物理的なコンポーネントを継ぎ

目なく統合して設計され、それに依存するシステムのこと 
                                                  
149 CPSについては日機連「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」平成28年度報告書p38、

p39 にも解説がある。 
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CPS の進化による効果 
 容量、適用性、拡張性、弾力性、安全性、セキュリティ、有用

性が、現在の単純な「組込システム」を凌駕できる 

CPS 技術が担う役割 
 インターネットが人々と情報との相互作用を転換したのと同様

に、「人々」と「設計されたシステム」との相互作用を転換する

新しい「スマート CPS」 
 農業、エネルギー、運輸、建物の設計と自動化、健康管理、そ

して製造の分野における技術革新と競争の原動力になる 
出所：日機連「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」平成 28 年度報告書 p38、

p39 から NSRI にて再作成したもの 
 

CPS に関する米国の関心度合いをみるために、「科学技術に関する大統領の諮問委員

会（PCAST）」の刊行物をみていく。2010 年 12 月に「デジタル未来の設計」というタ

イトルの報告書が刊行されている。 

この報告書をみると、「連邦政府が助成した『ネットワーク化と情報技術』の研究開

発は、科学的技術的に重要なテーマであるばかりでなく、米国のセキュリティや競争力

など数多くの課題解決に向けて大きな影響力を持っているテーマである」と、CPS 研究

の重要性が説かれている。さらに「CPS 研究への継続的な投資」が課題だとも指摘され

ている。 

2-1-4-2. DT(デジタルツイン) 

DT と CPS の関連をみるために、日機連の先行調査研究「世界の製造業のパラダイム

シフトへの対応調査研究」平成 28 年度版では、“PC2Be ダイナミックサイクル”という

概念を提唱している。 

"PC2Be“とはもともと CPS の C と P の順番を入れ替えたものである。現場を重視

する製造業としては先頭に「サイバー」がつくという点には違和感がある。そこでまず

は現場・現物・現実重視という視点に立って、“PC”と P(フィジカル)を先頭にした。2Be
とは“To Be”。すなわち、CPS を構築・推進することにより、現在のあるがままの現実

世界をサイバー世界のツールを活用して「あるべき（To Be）」未来の姿を実現していく。

一旦未来の姿を実現しても、日進月歩の技術革新によって新しいサイバーツールの活用

が可能になる。さらに次の「あるべき姿」を構想して実現する。こうしたサイクルはず

っと続く。それゆえ、“PC2Be ダイナミックサイクル”と名付けられたわけである。 

以下の図は”PC2Be ダイナミックサイクル”の簡略版である。この図中に「デジタル

ツイン」が登場する。要するに製造業のパラダイムシフトで期待されていることも一種

の CPS を構築していくことであり、同時に DT を構築し運用していくことでもある。こ

の図は、以下の DT に関する説明と大枠において重なっている。 
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DT とは文字通り、物理世界の事象をデジタル空間に精緻に“そっくりそのまま双子

のように再現する”こと150である。従来のように現実世界において試作品を作り、評価

検証を行い、その結果を反映した設計の修正とその試作品をつくり直す。こうしたプロ

セスによって開発には長時間を要していた。その間に、市場が変化してしまって設計自

体が「時代遅れ」になってしまったかもしれなかった。 

しかし、DT が可能になれば、サイバー空間上で DT を使って様々な試作・評価・検

証が可能となり、設計にも即フィードバックすることができる。市場ニーズなどの多く

の変動への対応がより短時間に素早くできるようになる。こうしてプロセスイノベーシ

ョンが実現する。“Time to Market”が劇的に短縮される。これは競争力強化上大きな武

器となる。 

図表 37 “PC2Be”のダイナミック・サイクルサイクルの概念図 

P（As Is)
現在の現実世界
Pysical(Real） World

Process
Product

現在のブラックボックス

エンジニアリング・

チェーン

サプライチェーン

製品ライフサイクル

市場動向

P（To Be)⇒未来のAs Is

現在のAs ISから

さらなる上のTo Beを
目指して

（絶えざる進化・改善）

ネットワーク化された

新しいシステム

↓
最新のソフトウェア

（人工物）

と

最新機能のハードウェア

（人工物）

プロセス・イノベーション

プロダクト・イノベーション
Business Transformation Business Innovation

C（Cyber)
デジタル世界

Digital/Cyber world

IoT
ICT

Big Data

AI:人工知能

AR:拡張現実

VR:仮想現実

コンピュータ関連科学・技術

現実世界をデジタルで描写

デジタルツイン（DT）
改善、絶え

ざる進化

 
出所：日機連「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」平成 28 年度版 

 
ここでは、この DT についてもう少し詳しく見ていくこと151にする。デジタルツイン

の由来をみていくと、2011 年ごろに NASA（米航空宇宙局）の論文に登場したものだっ

たといわれている。つまり、あくまで宇宙探査機や航空機など特定分野のものが中心で

あった。 

                                                  
150 “”内は日経テクノロジーオンライン IoT と AI が生む“デジタルの双子”、製造業からじわり拡大

（前編）酒井 洋和＝2017/09/22 06:30 から引用 
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/feature/15/122200045/091800105/?ST=tomict  

151 以下の説明は基本的に上記、日経テクノロジーオンライの解説をベースとして NSRI 作成したもので
ある。http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/feature/15/122200045/091800105/?ST=tomict 
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 その後、センシング技術の進歩によって、さまざまな分野への展開可能性が注目を

集めていった。その概念をものづくりの分野にいち早く取り入れたのが米 GE 社。GE
社は、「既にある資産から得られる収入の最大化」をはかる手法として DT に注目してい

る。 

また、経済産業省が平成 29 年 11 月に発表した「Society5.0 の実現に向けた戦略的重

要課題について152」には、「実世界＋情報世界＋知識・モデル世界」の三つからなる Digital 
Triplet という概念が紹介されている。これは“Digital Twin”の概念を、人のアクティ

ビティや知識世界（暗黙・形式知、判断、意思決定・・）を含む形に拡張するもの。 

図表 38 DT(デジタルツイン)の特徴 
DT の特徴項目 DT の特徴項目の説明 

DT と従来のシミュレーショ
ンの違い 

 IoT を活用することで、状態や環境を時系列で捉え、それをシ
ミュレーションに反映できる 
 AI を利用することで、その再現性を可能な限り高められる 

DT に必要なデータ・情報 
(センサーやカメラ等による

収集) 

 対象となるモノや環境の情報 
 対象物のサイズや形状、動きなどの特性といったデータ 
 対象物の変化の様子や、その時々の周辺環境など、刻々と変わ
る状態の時系列データ 

例：タービンの場合 

 タービンのサイズや形状 
 電流・電圧の値、回転数と単位時間当たりの回転数の揺れ、

振動、本体の温度と周辺の気温、風の向きや強さ 
 使用年数や使用頻度、製品の定格、MTBF（平均故障時間）

等 
収集したデータの蓄積  DT にはデータを効率よく扱えるデータベースが不可欠 

双子としてのモデリング 

 データ同士の関連性から双子モデル注を作る 
 各種のデータの相関関係、時系列データの相関関係、リアルタ
イム分析できる仕組みも 
 不良や故障の予兆判定、要因の推定、ボトルネック探究、解消
策に必要な情報探索 

分析結果を伝える仕組み  ある時点の双子の状態、その際の状態・環境に関する分析結果
可視化、情報共有化、その仕組みづくり 

注、「双子モデル」については上記 GE 社の「デジタルツイン」を「物理モデル（3DCAD）」

＋「データモデル(センサー等)」と捉えるという考え方も参照。 
出所：日経テクノロジーオンライン IoT と AI が生む“デジタルの双子”、製造業からじ

わり拡大（前編）酒井 洋和＝2017/09/22 06:30 を基に NSRI 作成 

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/feature/15/122200045/091800105/?ST=tomict  
 

 

                                                  
152 出所：経済産業省 

http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20171109/siryo11.pdf#search=%27%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%B

F%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%27 
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なお、GE 社は、「デジタルツイン」を「物理モデル」

＋「データモデル」と捉えている(右図)153。ここで「物

理モデル」には 3DCAD データを転用したものを活用

している。製品開発に使っていた CAD モデルをデータ

分析に応用した点がユニークである。また「データモ

デル」には「センサーデータの過去データ」を基に機

械学習によって構築した産業機器モデルを使用してい

る。 

 
2-1-5. デジタル化と基盤技術 

ここではハードウェアの基盤技術の一つ、鋳鍛造のデジタル化を取り上げる。鋳造産

業を例に、DT(デジタルツイン)、シミュレーションといった先進デジタル技術の浸透度

合いを海外特にドイツとの対比でみておくことにする。 

「鋳造産業ビジョン 2017」一般社団法人 日本鋳造協会154をみると、鋳造産業を取り

巻く環境の変化として、グローバル化と IoT に代表される IT 化の 2 つをキーワードと

して挙げている。また、鋳造産業の目指すべき方向性として、3D プリンター・各種シミ

ュレーション・AI・VR などの最新技術の活用が挙げられている。 

鋳造の最新技術の動向をみると、早稲田大学吉田誠教授によれば155、「3D プリンター

による 3 次元積層鋳型造型技術の発展により鋳物の設計形状の自由度はかつての常識を

超えた。湯流れも凝固も鋳型と鋳物の押し合いへし合い（「なりより」）も鋳物師の想像

を超えた複雑領域に突入しつつある」という。 

各種シミュレーションの一つ、流動凝固シミュレーションによる鋳巣の予測発生に加

えて熱応力解析も行うことで、凝固中のわれの予測や、鋳型との「なりより」を考慮し

た鋳物の変形予測、残留応力予測といった計算が可能になりつつある。合金と液体が共

存したシャーベット状態にあるとき、合金の機械的な特性を数式（構成式）に表わさな

い限り156計算機は受け付けてくれない。最初は誰かが実験的根拠に基づいて数式化する

という手続きが不可欠(同教授)。 

                                                  
153 GE 社における DT への注目やなお以下は「GE」中田敦著、日経 BP 社の記載に基づき、NSRI が作

成したもの。 
154 http://www.foundry.jp/vision.html  
155 出所：早稲田大学吉田誠教授（総合機械工学科）、日刊工業新聞 平成 29 年 11 月 22 日から NSRI 作

成 https://d3ukgu32nhw07o.cloudfront.net/space_pdf/pdf_file5a13fca708ef1.pdf 
https://d3ukgu32nhw07o.cloudfront.net/space_pdf/pdf_file5a13fcb8cfb5c.pdf 

156 ここの箇所「最初は誰かが実験的根拠に基づいて数式化するという手続きが不可欠」については本専
門部会の「12 月アンケート」で各委員の考え方を尋ねた（自由記述方式）ところである。 

図表 39 デジタルツイン＝物理
モデル＋データモデル

出所：「GE」中田敦著、日経 BP 社から
NSRI 作図 

－102－ －103－



104 
 

しかし、独を中心とした産学官の研究連合体はこの分野において先行している。米国

もイリノイ大学を中心とした国家とカーメーカー、建機メーカーが連合して計算機シミ

ュレーション分野を強化している(同教授)という。 

数式化の分野において先行されているという点に関しては、本専門部会が実施した

「12 月アンケート」において設問したところ、鋳物とほぼ同様の結果が得られている(詳
細後述)。 

コラム 5 ドイツの計算機シミュレーション技術の動向 

シミュレーションの計算には、鋳型や合金の各種特性値の取得、構成式の構築、計
算の実施、鋳造実験との比較検討などが必要である。 

ドイツを中心とした産学官の研究連合体はこの分野において先行している。日本企
業も包含され参加協力し、欧州の計算機シミュレーション技術を強化している傾向も
ある。 

ドイツでは鋳造の研究室に博士課程の学生が多くいる。それは「待遇がいいから」（独
マグデブルグ大学博士課程の学生）であり、「鋳造、鍛造、溶接、板金、塗装、これら
生産技術は国家の根幹をなすもの」（同学生）である。「待遇を改善して人材を育成排
出することは国家の使命」（同学生）と考えられている。 

出所：早稲田大学吉田誠教授（総合機械工学科）、日刊工業新聞 平成 29 年 11 月 22 日から

NSRI 作成 https://d3ukgu32nhw07o.cloudfront.net/space_pdf/pdf_file5a13fca708ef1.pdf  
 https://d3ukgu32nhw07o.cloudfront.net/space_pdf/pdf_file5a13fcb8cfb5c.pdf  
 

2-2. デジタル化と世界の動向 

ここでは日本の製造業における「ものづくり世界のトレンド」について、本専門部会

の議論やその他の公開資料などを基に、過去・現在・未来の各時間軸に沿って概観する。 

2-2-1. デジタル化、背景と段階別展開 

2-2-1-1. デジタル化の進展とその背景 

デジタル化を進めるにはそれなりの段階が必要である。デジタル化は、時に「デジタ

ルトランスフォーメーション」或いは「デジタルシフト」ともいう。デジタライゼーシ

ョンという用語もあるが、ドイツのインダストリー4.0 ではインダストリー4.0 はデジタ

ライゼーションの次のステップだという認識を示している（後述）。 

ドイツのインダストリー4.0 の場合にはすでに見てきたように、「ツールボックス」（段

階別ステップを整理したもの）や「成熟指標」「段階別準備モデル」といったステップご

との手順が発表されている。それぞれ中堅、中小企業に対する啓発とコンサルティング

活動が展開されている。規模の如何を問わず、デジタル化を前に何をどのように進めて

いくべきか知ることができる。フラウンホーファなどの応用研究を主体とする研究機関

や工科大学、応用研究大学などがコンサルティングの主体となっている。 
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こうした動きの背景には、シリコンバレー型のデジタル企業、デジタルジャイアンツ

などと呼ばれるグーグルやアマゾン、マイクロソフト、アップルなどの IT 系企業の活動

がある。IT 系企業による新しいサービスの発表の多くが、ものづくり領域への攻勢や侵

食と受け取られている。 

このような IT 系企業の攻勢は、世界の製造業に大きなインパクトを与えた。この衝

撃こそ、ドイツ企業を中心とした業界団体が結集して産学連携を強め、政府を巻き込ん

でインダストリー4.0 という国家戦略を生み出すに至った主要な要因ではないかと考え

られる。 

一方、シリコンバレーのお膝元、米国内でもこうしたデジタル企業の攻勢を受けて「デ

ジタルトランスフォーメーション」に突き進まざるを得なかった企業がある。GE 社で

ある。 

 

2-2-1-2. デジタル化の進め方（GE 社） 

以下では、GE 社がどのようにデジタル化を推し進めていったかを簡単に振り返りな

がら、デジタル化を推進する際の流れと環境変化、必要とされた認識や発想、戦略など

をみてみる157（次図参照）。 

ここでは、まず IT 系企業によるクラウドコンピューティングサービスの開始から始

まる。「所有からサービスへの流れ」という新しいビジネスの公表が、時代の画期を告げ

る。次に IBM 社による他社の製品の上に覆いかぶさるような形でソフトウェア企業が稼

ぐという発表が続く。これはまったく新しいビジネスモデルの登場である。その結果、

製品の売り切りビジネスが当然であった製造業に大きな脅威を与えるきっかけとなる。 

対抗策として GE 社は「製造業のデジタル化」に踏み切る。これは製造業の世界にデ

ジタル化という概念を持ち込むことである。GE 社のデジタル化とは、シリコンバレー

式の考え方や文化などの全面的な導入に踏み切ることが含意されている。GE 社は社を

挙げて社内組織・文化の見直しに着手する。発想方法までシリコンバレー式のリーンス

タートアップの重視に切り替える。社内組織・文化の刷新が進み、新しいビジネスモデ

ルが生まれる。Predix というプラットフォームの構築・普及に努めるなどデジタルサー

ビスの外販へと舵を切っていく。 

                                                  
157 GE 社は、2017 年 6 月約 16 年間 CEO を務めた J.イメルト氏の退任を発表した。発表後同社の株価は
急伸。株価の低迷が影響したといわれている。時価総額は、同年 6 月 9 日現在、グーグル 6640 億ドル、
フェイスブック 4335 億ドルに対し、同社は 2433 億ドルと劣後。グーグルなどと比べ高収益体質に転換で
きなかったことを指弾される形になった。しかし、同社の売上高純利益率は 7.1％。それでもグーグルなど
には歯が立たない。ビジネススクールのケーススタディにはなっても、市場ではグーグルなどとの比較が
すべてとなっている。以上、日経新聞オンライン「イメルト氏退任、もはや「主流」でない米 GE の現実」
2017/6/13 11:15 から NSRI 作成 https://www.nikkei.com/article/DGXLASGN13H35_T10C17A6000000/  
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図表 40 シリコンバレー式「デジタル製造業」への途（GE 社のケース） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デジタル化を進めていく過程で随伴するネットワーク化の必要性から、つなぐための

標準化がクローズアップされる。こうして IIC が設立されることになる。 

2-2-1-3. デジタル化の進め方（SAP 社） 

他方、ドイツでもこうした脅威に対するリアクションとして、インダストリー4.0 の

主導社でもあるシーメンス社やボッシュ社が大々的にデジタル化を進める。ソフトウェ

ア系企業の買収や、IT 系人材の採用に走ることになっていく。 

こうした企業行動は、従来の IT 系企業にも及んでいる。そこでドイツのインダスト

リー4.0 の主導企業の一つ、SAP 社の例を見てみる。 

次図をみると、デジタライゼーション時代の到来に伴い、市場の要求レベルが従来と

は格段に厳しさを増しているという認識が、大きな役割を果たしていることがうかがえ

る。そうした市場要求に応えていくためのツールとして、「スクラム」と「アジャイル」

という概念が、キーワードとして採用されている。 

出所「GE」中田敦著、日経 BP 社から NSRI 抄録のうえ、表にまとめた
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図表 41 「スクラムとアジャイル」の導入経緯（SAP 社） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最もここでいう「スクラム」は「物理的に近接して働く」という意味に過ぎないよう

にみえる。日本企業からみると新鮮さにかける。「アジャイル」は迅速さである。デジタ

ル化にはスピードが不可欠。これも時代を象徴するキーワードとなっている。 

ただ、キーワードとしては出てこないが、RTB と CTB とに組織を分けてバランスを

取るという観点は、他の先進事例と共通する。acatech DISCUSSION の報告書には、

こうした構成員もチームの業務目標も全く異なる組織をうまくバランスさせることが

「デジタルトランスフォーメーション」を成功させる鍵だという指摘158がみられる。 

これは、RTB と CTB のように、組織の性格も構成員の資質なども全く相異なる 2 つ

の組織のバランスをとることがデジタル化において重要だということである。両組織の

バランスが取れている状態を “Ambidextrous”とカッコつきで表現している。この場

                                                  
158

出所：acatech DISCUSSION“The Future of Work in the Digital 
Transformation ”J.C.Jacobs,H.Kagermann,D.Spath(Eds)ｐ9、ｐ11 などから NSRI 作成
http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikationen/ac
atech_diskutiert/acatech_DISKUSSION_HR-Kreis_engl_01.pdf#search=%27acatech+DISCUSSION%E2%80
%9DThe+Future+of+Work+in+the+Digital%27   

出所：acatech DISCUSSION “The Future of Work in the Digital Transformation” 
J.C.Jacobs,H.Kagermann,D.Spath(Eds)ｐ16 から NSRI 作成

http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/r
oot/de/Publikationen/acatech_diskutiert/acatech_DISKUSSION_HR-Kreis_engl_01.p
df#search=%     
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合の“Ambidextrous”には、右手の組織も左手の組織も左右同じようにマネジメントさ

れるべしという意味合いが込められている。 

 
2-2-1-4. デジタル化の進め方にみる共通点 

GE 社と SAP 社のやり方をみると、いくつかの共通点がみられる。第 1 に、それぞ

れの事業環境の激変を認識し、受け止めて危機感を醸成したこと。GE 社の場合は、ア

マゾン社と IBM 社が発表した「所有からサービスへ」を受け、他社が販売したハードウ

ェアを利用したサービスの展開を事業環境の激変と認識したことである。SAP 社の場合

は、デジタライゼーションにより市場の要求がより「せっかち」になり、素早い対応の

必要性を察知した点である。 

第 2 に、危機感をばねに素早い対抗措置を講じたこと。GE 社は、製造業のデジタル

化戦略を打ち出し、SAP 社は、スクラム・アジャイルプロジェクトを立ち上げた。 

第 3 に、社内組織文化との調整を行いつつ、その変革を果敢に実施していることであ

る。従来の事業を継続する部門（RTB）と変革を推進する部門（CTB）を分けて、その

バランスを取ることに腐心している。 

SAP 社のペアプログラミングはその例である。GE 社でも同様の取組159がみられる。

IT 系のプロと、ものづくりのプロの二人を一組とし、二人で PC を共有しつつ開発を進

める。相互の専門性を相互に学び合うというやり方である。 

例えば、一台のパソコンにモニターとマウス、キーボードのセットを 2 組接続する。

1 つの画面を共有する。1 つのエディターや統合開発環境を使ってプログラムを記述して

いく。ソフトウェア開発者同士、ソフトウェア開発者と産業機器のエンジニア、ソフト

ウェア開発者とデザイナー、データサイエンティストと産業機器エンジニアなどのペア

が開発する。GE 社の場合は、産業機器エンジニアの知見を IT に取り入れやすくするた

めである。 

 
2-2-2. デジタル化関連の先進事例 

2-2-2-1. 産業インターネットとテストベッド（IIC） 

米国の IIC は、ドイツのインダストリー4.0 と並ぶ大きな標準化志向の団体である。

主にテストベッドに活動の中心を置いている。日本企業も含め、世界中からその活動に

参加するなど、米国を超えた世界的な団体活動となっている。以下その近況をみていく。 

                                                  
159 出所「GE」中田敦著、日経 BP 社から NSRI 抄録 

－108－ －109－



109 
 

（１）IIC の目的、背景、テストベッド 

IIC の目的は、インダストリアル・インターネットを推進し、結果として世界経済に

変革をもたらすことにある。同様に IIoT のエコシステムも包括的であることが求められ

ている。その活動の基本は、相互運用、セキュリティ、接続性、ビジネスモデル、規格

標準、アーキテクチャ、パターン等、全てにおいて現実に根差した形の指針となるべき

だという160。 

こういった目的意識の背景には、調達したツールの「相互運用性」やツールの「位置

情報のリアルタイム性」、「新しいアプリへの適合性」など、今までの工場にはほとんど

みられなかった観点がこれからは強調されるべきだといった問題意識がみられる。 

IIC の活動の中心は「テストベッド」である。IIC におけるテストベッドで検証しよ

うとしている事業の狙い161は、まさにこうした観点やスマート工場・スマートグリッド

などで生じうる諸問題に対して応えていことする点にある。そしてお互いに標準化が相

互利益となる点で合意を重ねつつ、より企業活動が円滑となるような産業インターネッ

トによるエコシステムを目指す。これが IIC の活動である。 

IIC の「テストベッド」の概要を見てみる。まず志を共にする加盟企業が寄り集まっ

て、テストベッドを立ち上げる。テストベッドでは産業インターネットのための実証実

験の場づくりからスタートする。メンバーの中心となる企業が、現実の工場をテストベ

ッドとして提供する。そこで想定されたユースケース(含む複数)を実際に試してみると

いう実証を繰り返す。実装に向けて実証を繰り返す過程を経て、成果は、メンバー企業

に体系的で柔軟なガイダンスとして提供される。また、「つなぐ」ための様々な標準化・

規格化案が提案され検討される。最終的には IIC による標準化・規格化に持ち込むこと

になる162。 

                                                  
160 本節は IIC “Why We Build Testbeds: First Results“ September 2017 Version 1.0 をベースに NSRI

作成、http://www.iiconsortium.org/pdf/Why_we_build_testbeds-first_results_091917.pdf 
http://www.iiconsortium.org/pdf/Why_we_build_testbeds-first_results_091917.pdf  

161 IIC におけるテストベッドは、こうした「つなぐ」ための標準化に力点があるのに対し、ドイツの以下
の資料によると、「テストベッドには新技術の紹介とその実証のほかに、半ばは教育するという狙いも
ある」BMWi によるカンファレンスレポート“Digitizing Manufacturing in the G20 – Initiatives, Best 
Practices and Policy Approaches” on 16 and. 17 March 2017 から NSRI 作成 
https://www.bmwi-registrierung.de/G20-digitising-manufacturing-conference/pdf/Invitation_Digitalising%20M

anufacturing%20Conference%20in%20the%20G20.pdf#search=%27digitaising+manufacturing++G20%27  
162 日機連報告書「世界の製造業のパラダイムシフト」平成 28 年度版ｐ40～42、ｐ83～85、平成 27 年度

版ｐ34～37 参照 
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（2）IIC のテストベッドを提案する場合の留意点163 

まず始めにイノベーティブなアイデアと提案が要求される。提案にはテストベッドの

コンセプト、目標、価値、潜在的パートナーおよびビジネス上の実現可能性に関する考

察が求められる。提案の項目としての必須要件をみると、ビジネスケース、IIoT との関

連性、セキュリティ、成果物の 4 つである。 

ビジネスケース：テストベッドを提案する場合には、世界的スケールで影響を及ぼせ

る道筋を描けるかといった、実現可能性の高いアプリケーションに絞られる。目標とし

ては、そのテストベッドによって確実に IIC 加盟メンバーの大半の利益につながること、

或いは、既存の事業上の問題に対処できそうであること、将来的に収益を生み出せそう

であることであり、そうした展望が確実なことである。 

IIoT 体制との関連性：テストベッドは、IIoT システムとの関連性の説明が必要であ

る。テストベッドの目的は、何が成功し、何が失敗に終わるかを明らかにすることによ

って、その結果からシステムを適宜修正して会員企業が IIoT システムをより迅速に構築

できるよう手助けすることにある。 

セキュリティ評価：テストベッドの提案を評価する場合には、「確実にセキュリティ

を考慮しているか」という点を特に重視する。セキュアな（セキュアであるべき）産業

インターネットに（確実に）セキュリティを組み込むことが目的である。後付けするよ

うな発想はあってはならない。 

成果物：提案に際し、予めそのテストベッドの成果物を提出する際に記載すべき要件

が、その通りに具体的に記載されていることが重要である。記載すべき要件が不十分の

場合には、出資各社と IIC に結果をフィードバックすることが難しくなってしまうから

である。 

成果に求められるものは、ベストプラクティスである。それは、各種技術やテストベ

ッド本体の規格に必要な必須の要件を満たしていることが必要である。テストベッドで

得られた成果を生産に反映すれば、価値が生み出され、イノベーションを創出すること

ができる。それぞれの提案がこうした各種の基準を満たしているかどうか精査される。 

一旦、基準が満たされ、セキュリティが吟味されると、テストベッド提案の評価が注

意深く行われ、IIC に提出され、承認を受けることになる。 

                                                  
163 本節については、IIC“Why We Build Testbeds: First Results“ September 2017 Version 1.0 から

NSRI 作成 http://www.iiconsortium.org/pdf/Why_we_build_testbeds-first_results_091917.pdf 
http://www.iiconsortium.org/pdf/Why_we_build_testbeds-first_results_091917.pdf  
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（3）テストベッドの活動状況164 

2017 年 9 月現在のところ、テストベッドは全部で 26 件ある。当初は 2 つからスター

トしたので「驚異的なスピードで成長した」といわれている。現在運営中の 26 の内、数

カ所は認可が下りたばかりであり、実装までは時間がかかる。一方ですでに本格稼働に

移り、具体的な成果を出しているテストベッドも存在する。残りのテストベッドについ

ては、その中間地点にあると言える。 

本格稼働したテストベッドの結果を共有するために、IIC では一連のインタビューを

行い、IIC Journal of Innovation（JoI）に公表している。 

現在、IIC の HP から活動状況が得られるテストベッドには、①トラック・アンド・

トレース（追跡）テストベッド、②製造品質管理テストベッド、③「時間制約」ネット

ワーキング・テストベッド、④マイクログリッド・アプリケーション・テストベッド、

⑤INFINITE テストベッド、⑥機械状態監視・予知保全テストベッド（CM/PM）、⑦ス

マートファクトリー・ウェブ・テストベッドの 7 つがある。 

こうした活動に関する全般的な成果としては、「セキュリティ面」「規格標準面」「ベ

スト・プラクティス面」からの検討結果が紹介されている。 

また、IIC のテストベッド・プログラムの各テストベッドは、革新的ソリューション

を展開し、規格を認証したり規格に影響を与えたり、エコシステムを創出・拡大して協

働関係を強化し続ける。この結果は、各業界に影響を与えていると IIC は認識している。 

（4）I3C（インダストリアル・インターネット相互運用同盟)の結成・始動 

IIC が展開してきた活動からは、前述のような成果が既に出ているものの、これでも

まだ十分とは言えない。世界展開が必須である。そこで、IIC は I3C（Industrial Internet 
Interoperability Coalition (I3C)、インダストリアル・インターネット相互運用同盟）を

始動することにした。 

I3C の目標は、注視すべき相互運用性のホットスポットを洗い出し（特定し）、それ

に関連するユースケース、アーキテクチャおよびパターンを明らかにすることである。

I3C は会員企業と協働し、今までの結果とフレームワークを用いて、統合的・全体論的

な観点で、相互運用性ホットスポットの各クラスターに対処していくという165。 

                                                  
164 IIC“Why We Build Testbeds: First Results“ September 2017 Version 1.0 から NSRI 作成

http://www.iiconsortium.org/pdf/Why_we_build_testbeds-first_results_091917.pdf 
http://www.iiconsortium.org/pdf/Why_we_build_testbeds-first_results_091917.pdf 

165 IIC“Why We Build Testbeds: First Results“ September 2017 Version 1.0 から NSRI 作成

http://www.iiconsortium.org/pdf/Why_we_build_testbeds-first_results_091917.pdf 
http://www.iiconsortium.org/pdf/Why_we_build_testbeds-first_results_091917.pdf 
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2-2-2-2. ドイツ等海外企業の動向 

ここでは、IIC のテストベッドに参加しているドイツ企業の公開事例から、インダス

トリー4.0 のプロジェクトがどのように遂行されつつあるのかについて見ていくことに

する。以下ではカムシャフト生産を行う独ティッセンクルップ社の例、および米独両方

に参加している独ボッシュ社と SAP 社による共同事業（IIC のテストベッド事業の公開

事例）の二つを取り上げる。 

（１）.ティッセンクルップのインダストリー4.0 ユースケース 

当社の「カムシャフト生産」のケースをみると、取組テーマとしてエネルギー管理、

新しいメンテナス、物流とサービスプロセスの最適化の 3 つを挙げている（次図）。 
結論としては、インダストリー4.0 を導入した結果、総じて品質改善、欠陥の減少、

生産性の改善等を実現したとされている。 
インダストリー4.0 として適用された主な手法をみると、「レーザー刻印」、「データベ

ース」、「製品の全生涯追跡管理」などである。具体的には製品の検査後、データマトリ

クスコード（シリアル No、ドローイング No、部品 No、カスタマー名）をレーザーで

刻印する。この刻印が製品の「パスポート」として機能することで、製品の全生涯にわ

たり追跡が可能となる。こうして世界中の工場で「データ共有」、「次工程の修正容易化」、

「変動生産体制の確立」が可能になったという。 

図表 42 ティッセンクルップのインダストリー4.0 

• カムシャフト生産のケース：全バリューチェーンでイ4.0と接点。

• 課題；エネルギー管理、新メンテナス、物流とサービスプロセスの最適化。

• イ4.0導入後、品質改善、欠陥の減少、生産性の改善等を実現。

解決された課題

と得られた利点

インダストリー4.0的な

アプローチの有効性

• 従業員の主な作業：様々な読み取り装置から自動化プロセスの状態を「聞
く」こと。

• 監視作業：個々の機械装置ではなく、最新の全体システムが対象。

• 製造プロセス：複雑化するが、より低廉により軽量なプロセスを実現。

達成され得たこと

• 検査後、データマトリクスコード（シリアルNo、ドローイングNo、部品No、カ
スタマー名）をレーザーで刻印（刻印が製品の「パスポート」として機能）。

• データベースで格納管理。全生涯にわたり追跡管理可能。

• 世界中の工場でデータ共有、次工程の修正が容易化、変動生産体制確保。

適用された手法

• イ4.0のCPS導入：現実世界とデータネットワークの世界が融合。

• 「未来の生産」：大量生産から個別化生産シフトを達成

• 導入の前提：全生産要素「名称、履歴、ウェッブインターフェース」を具備。

• ゴール：自己制御、変動対応、柔軟性を可能とするスマート工場。

 
出所：インダストリー4.0 プラットフォームの「ユースケース」から NSRI 作成 

http://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/EN/Use-Cases/077-camshaft-production-in-ilsenbu
rg/article-camshaft-production-in-ilsenburg.html  
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（2）インダストリー4.0 メンバー企業による米国の産業インターネット（IIC）での活動 

既述のとおり、インダストリー4.0 の中心メンバー企業は、同時に米国の IIC のメン

バーとしてその実証実験事業（テストベッド）にも参加している。 

ここでは米国の IICのHPに公開166されているドイツ企業によるテストベッド事情か

ら「Track and Trace テストベッド」を取り上げることにする。ここで Tracking とは位

置測定（localization）に関連し、Tracing はツール使用に関連した名称であるという。 

本テストベッドは 2014年 12月 5日に IICが初めて認可したテストベッドでもある。 

当初、焦点を当てたのは製造、中でもプロセス・ツール（加工用具）の使用であった。

当テストベッドは、締具・穴あけ工具・計測ツール・溶接・リベット打ち等のツールを

対象として最適なカギとなる指標（KPI：Key Performance Index）を発掘することを

目標にしていた。そこで手始めに「ツールの性能データ」を得るほか、元々ツールに搭

載されていたセンサーや、改良して外付けで装着したセンサーなどから、いかなるデー

タが得られるのかについて解明することにした。並行して装置の効率や、プロセス性能、

プロセス品質などにも着目した。 

その過程で得られた知見として「データ収集は一筋縄にはいかない」ことがある。例

えば、「加速度センサーにより、ツール使用状況の情報を得ることができる。加速度が無

ければ使用中ではない。あれば使用中ということがわかる。場合によってはそのツール

がどのように使用されていたかを調べるために、ツール固有の API(アプリケーションプ

ログラミングインタフェース)まで遡って調べる必要がある」という。 

現在では、これをプロセス・ツールにとどまらず、フォークリフトなどといった物流

ツールにも展開している。また、このチームは工場内部の自立型輸送手段用にロボット

システムを解析中である。 

主な成果をみると、「加工用具のユースケース」として「トレーシング（追跡）」をみ

ることができる。本ケースをみると、「使用中のツールを探し出す」という問題を解決し

たこと、次に各ツールにつき、「確実に使用が許されている範囲内でプログラムされた通

りの用途で作業」しているかどうかを監視できる、といった例が挙げられている。 

コラム 6 IIC テストベッド:Bosch 社～加工用具のユースケース（トレーシング） 

1.ツールにインストールされる“プログラム”による締め具の最適化 

                                                  
166 IIC“Why We Build Testbeds: First Results“ September 2017 Version 1.0 、および次の

http://www.iiconsortium.org/pdf/Why_we_build_testbeds-first_results_091917.pdf 
http://www.iiconsortium.org/pdf/Why_we_build_testbeds-first_results_091917.pdf 

同じく IIC” Outcomes, Insights, and Best Practices from IIC Testbeds: Track and Trace Testbed 
http://www.iiconsortium.org/pdf/June_2017_JoI_TrackTrace_Testbed_Interview.pdf の二つからNSRI作成 
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当社の「プログラム 87」は、二種類の車の窓を構成する特定の素材に対し、特定のね

じを締めることに特化したプログラムである。「プログラム 87」がインストールされたこ

の特定のツールは、「ワークゾーン３番」でしか使用できない。「ワークゾーン 3 番」のみ

が、窓の装着を必要とする車の組み立てゾーンだからである。他の全ての作業セルは、そ

れぞれ異なる工程ステップ向けである。 

2.MES とリンクしたインテリジェント作業場の構築 

当 Track and Trace テストベッドと、Bosch 社の ActiveAssist MES システム

（Manufacturing Execution Systems、生産実行システム※）から作業指示を受けるイン

テリジェント作業場）を組み合わせると、各タスクに特化したプログラムが起動し、作業

員が他のポジションでその工具を利用してしまうことを防ぐことができる。締具が作業に

必要な正しい位置にない場合には、その締め具を使用不可になるようにシステムが自動で

作動する。 

※MES は原材料から最終製品までのいわゆる「生産プロセス」を追跡・記録する
ためのコンピュータ化されたシステム。 

3.最初の成果～締め作業自動化とネジの破壊事前警報による作業効率化と横展開 

航空機内で作業員は極めて迅速に多くの締め作業を行う。締め具最適化を導入したこ

とにより、作業員はもはや次の作業を見る時や、特定の状況についてどの締めプログラム

を使用するのか見極める際に、紙を頼らずに済むようになった。これらの全ては、今やツ

ールを通じて自動化されている。 

また、この最適化によって、ねじが壊れそうといった作業員頼みに限界のある問題を、

自動的に検知することができるようになった。人間の目では、ねじが壊れることまでは予

見できない（穴の中までは見えない）のでに、当テストベッドのツール使用の追跡自動化

により、締具はねじが壊れる前に検知してアラームを発する。これにより作業員は「ねじ

を抜く」というその次のプロセス（二次工程）にとりかかれる。従来ならば壊れて穴につ

まったねじを、他の工具で取り出すか、ねじ込まれた側の素材そのものをまるごと取り換

える必要があった。 

なお、こういった利点を Bosch 社の Craftsmen（職人）セクターにも展開した。また

同社の OEM 顧客のうち数社も自動車製造において展開している。 

出所：IIC” Outcomes, Insights, and Best Practices from IIC Testbeds: Track and Trace 
Testbed http://www.iiconsortium.org/pdf/June_2017_JoI_TrackTrace_Testbed_Interview.pdf 

 
次の主な成果は、「フォークリフトのユースケース－ トラッキング」である。これは

前出の加工用具としての「締め具のユースケース」とは異なりその「進化形」として紹

介されている。Bosch 社はこの技術を使って自社の各工場で成果を出しつつある。同社

のバイエルン州 Traunreut の広大な家電製品の工場と倉庫の双方で 40 台以上のフォー

クリフトの使用最適化を実現している。 
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コラム 7  IIC テストベッド:Bosch 社～フォークリフトのユースケース（トラッキング） 

1.最初からうまくいったわけではない 

Bosch 社は当初、フォークリフトの使用最適化を改善しようとしたが、最初から必要

なデータを得られたわけではなかった。Bosch 社の子会社のセンサー技術の導入が鍵とな

った。 

2.適切なセンサーの選定が奏功 

この技術で位置測定データやフォークリフトの受ける衝撃などの付随情報データとい

った複数データを照合し、SAP 社のツールも導入することでインテリジェントなフォー

クリフト・ソリューションを生み出した。Bosch 社の技術は、フォークリフトを改良して

工場内データを収集。SAP 社は、ヒートマップに近い技術で可視化し、フォークリフト

の動きと積載量の確認を可能にした。 

3.自社の経験を他社へ提供するビジネスに 

フォークリフト前面に超音波センサーやカメラを装着、積み荷の有無を検出。フォー

クリフトの走行通路把握、衝突回避、フォークリフトの空状態や積載状態把握など、フォ

ークリフト積載の最適化のためのデータと解析（技術）を提供するというビジネスバリュ

ーを創出するに至っている。 

多数のフォークリフトを一括管理する際、走行の手間や空走行の最小限化といった細

かい工夫の積み重ねで、直接的な節約が可視化される。使用、走行時間、ブレーキ回数、

その他について分析が進む。 

Bosch 社はこうした分析によりフォークリフトの使用効率を上げている。使用状況の

詳細な把握により、同じ作業をもっと少数のフォークリフトでこなせる、などといった意

外な提案につながっている。 

4.カメラシステム、レーザー技術、GPS の活用 

フォークリフトは通常、無線ネットワークに接続する。小さな建物や棚や積みあがっ

た材料の後ろを、フォークリフトが通る際に接続が切れることがある。その場合は、組み

込みシステムのカメラでデータ、特に安全目的のデータを収集・処理する。 

当カメラベースのシステムは、棚や床に記されたマーカー（目印）を検出して全般的

な位置を認識。次にカメラのアルゴリズムが床の模様の変化を見て、フォークリフトの動

き方を検出。この慣性計測は、相対的な距離を認識。床に記すマーカーの数を減らすこと

が可能。 

このほかレーザー技術を使用した位置測定技術もある。単独でも組み合わせても適用

できる。このようなフォークリフトを建物から出せる可能性を秘めた技術もある。 

また、マーカー（目印）を外の床に記すか、GPS 装置を使って位置測定に GPS 情報

－114－ －115－



116 
 

を使うことも出来る。動かない装置（設備）に装着された位置測定技術の方が何倍も検出

が厳密で正確であり、視覚情報に依存しない。慣性計測技術を使った関連アプリケーショ

ンの可能性は各方面に広がる。  

出所：IIC” Outcomes, Insights, and Best Practices from IIC Testbeds: Track and Trace 
Testbed http://www.iiconsortium.org/pdf/June_2017_JoI_TrackTrace_Testbed_Interview.pdf 

 
2-2-2-3. シリコンバレー型企業への転身（GE 社）167 

製造業がパラダイムシフトを起こしつつあることを、世界に最初にその実例を持って

示した企業といえば、やはり米国 GE 社が筆頭にくるであろう。 
GE イメルト CEO による講演168「デジタル化が産業界をブーストする」において「GE

はデジタル化に真剣に取り組んでいる。我々は過去 5 年を掛けて、企業構造と文化をデ

ジタル化のために一新している」と述べている。また「産業界は、生産性を加速（ブー

スト）する“何か”が必要。それがデジタル化。デジタル化は GE 史上最大の変革だ」

と指摘している。 
GE のデジタル化は 2009 年から始まる。デジタル化の原則は、次の 5 つ。第 1 に、

アウトカム重視。第 2 に、インダストリアル・インターネットは、コンシューマーイン

ターネットとは異なる。第 3 に、優れたタレント（才能）は優れたアイデアに集まる。

第 4 に、コンテンツが価値を生む。第 5 に、自社を「デジタルプラットフォーム」に変

える。 
また、デジタル化の手順として次の 2 つを挙げている。第 1 に、データサイエンティ

ストのようなタレントの確保と新しい文化である FastWorks169とデザイン思考を社内

に根付かせること170。 
第 2 に、テクノロジーの開発。GE はインダストリアル・インターネットのためのプ

ラットフォームである「Predix」を開発した。Predix はクラウドベースで、OT（産業

機器の制御技術、オペレーショナルテクノロジー）と IT を結びつけ、機械学習や人工知

能、物理シミュレーションなど、産業デジタル化に必要なさまざまな機能を「マイクロ

サービス」として提供する。  
我々が目指しているのは、データ分析と物理シミュレーションを組み合わせたアセッ

ト（産業用機器）の生産性向上である。 

                                                  
167 本節の GE 社に関する事柄は：トップが語る「IT ベンダーGE」の正体：GE イメルト CEO 講演「デ

ジタル化が産業界をブーストする」Minds + Machines Europe 2016 基調講演 / 米ゼネラル・エレクトリ

ック ジェフ・イメルト会長兼 CEO 中田 敦＝日経コンピュータ 2016/10/11 ITpro（出典：ITpro 2016
年 9 月 12 日）に基づいて NSRI が作成したものである。 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/16/100600112/100600001/?ST=act-enterprise&P=2  
168 GE 社による Minds + Machines Europe 2016 基調講演を指す。 
169 GE 流のリーンスタートアップの方法論 
170 新しい文化を社内に根付かせることを「社内文化のシリコンバレー化」と称している。 
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GE 社のデジタル化の特徴としてソフトウェア開発のインソース化が挙げられる。自

社でプログラムを書けることを重視し、アウトソーシングを廃止。ソフトウェア企業へ

の変身を図っている。これらにより、GE 社は「所有からサービス（使いたいときに使

う）へという変化」に対応しようとした。 

コラム 8 GE のデジタル製造業への転換：3 つの戦略171 

1.製造ラインのデジタル化、製造業としての自社の生産性を高めること 

自社開発の Predix をプラットフォームとして AM を導入し、金型などを使っ
ての生産を 3D プリンターによる生産に切り替える。 

2.モノづくりビジネスをデジタルサービスに転換すること 

顧客が購入した産業機器から得られるアウトカムを最大化するようなソフト
ウェアやサービスの開発。故障修理サービスに加え、燃費効率を改善するプ
ランを提案するサービスなど 

3.製造業デジタル化で開発した様々な技術を新しい顧客に販売すること 

Predix をプラットフォームとして公開し、だれでも利用可能にする＋3D プリ
ンターを販売する。 

注：従来の組込ソフトウェアや産業機器に付随するソフトウェアとデジタル製造業
のソフトウェアは全く異なる。情報システム部門が担当しているのは、会計シ
ステム・生産管理システム・人事システムといったバックオフィスの情報シス
テム。 

出所：出所「GE」中田敦著、日経 BP 社から NSRI 抄録 
 

コラム 9 GE 社の「プロダクトマネージャー」 

 「プロダクトマネージャー」は、インダストリアル・インターネットを実現する

ために採用した職種。シリコンバレーのスタートアップ会社には必ず存在する職

種。ソフトウェア製品の機能を決定、プログラム開発を指揮、完成した製品を商

品として市場に送り出すところまでの責任を負う。 

 「プロダクトマネージャー」の仕事は、2つ。まず、どのような機能を実現すれ

ば本当に顧客を満足させられるのか、それを考えること。次に、必要だと考えた

機能が本当に実現できるかを判断すること。 

 日本の SE には「プロダクトマネージャー」がいない。⇒日本のシステムインテ

グレータの仕事は、顧客企業の求めに応じてソフトウェアを開発する受託開発が

主体。受託開発では、要件定義(必要な機能や仕様）は顧客が決める。そのあとの

実装を仕事にしているから不要。GE も同様。プロジェクトマネージャーはいても

プロダクトマネージャーはいなかった。 

出所：「GE」中田敦著、日経 BP 社から NSRI 抄録 
 

                                                  
171 出所：前々の脚注と同じ 

－116－ －117－



118 
 

コラム 10 GE 社の新しい人事制度 

 GE 社の新しい人事制度は、FastWorks を実践するための人事制度。人事の目的を

人事評価から従業員の能力開発へとシフトした。年に一度の人事評価そのもの廃

止。人事部自らが実践。「人事制度の顧客はだれか？」、「顧客が人事制度にどのよ

うな「痛み」を感じているか」を探ることからスタートした。 

 従来、バイタリティカーブでは、マネージャーが上位 20％を指導力のある“A”,

中間層 7割を“B”,ボトム 1割を“C”と評価し、“C”の人にはやめてもらうか配

置転換を慫慂。さらに、ナインブロックでは、パフォーマンスとバリューで社員

を 9パターンに分類評価していた。 

 新制度では従業員の能力開発に焦点を移し、評価面接の代わりに従業員の行動に

対してフィードバックを与え、「GE ビリーフ」に従っているか否かという基準で「継

続ボタン」「再考ボタン」を「いいね！」感覚で押す仕組みを導入。マネージャー

の役割は人事評価からコーチングに変わった。 

出所：「GE」中田敦著、日経 BP 社から NSRI 抄録 
 

2-2-2-4. 日本企業の挑戦事例 

パナソニックが 2017 年 3 月に発表したプレスリリース172によると、2017 年 4 月 1
日づけで「ビジネスイノベーション本部」を新設。この本部は、グループ&グローバル

の視点で取り組むべき「新規事業テーマ」及び「AI/IoT 技術を核とした新たなビジネス

モデル」の創出と事業化の加速を目的としている。ビジネスイノベーション本部では、

社内外の多種多様な人材と知見を結集して、新しい事業の創出へ向けた「ビジョンと戦

略の構築」「社内外への発信とコミュニケーション」「社内外パートナーと連携した戦略

の具体的実行」を推進するとある。 

同時に、SAP ジャパンのバイスプレジデント チーフイノベーションオフィサーの馬

場渉氏が，パナソニックのイノベーション本部 副部長、パナソニック ノースアメリカ

の副社長としてシリコンバレーに拠点を置き、活動するとも発表された。 

シリコンバレーの新組織は「Panasonic β」と呼ばれる。「品質の高い製品を量産する

メソドロジー（方法論）として『生産技術』が存在するように、イノベーションの量産

にも方法論や仕組みが存在する。パナソニックにとってのイノベーション量産の方法論

や仕組みを生み出す『マザー工場』が Panasonic βだ」173（馬場渉氏）。 

                                                  
172 パナソニック HP のニュース欄、2017.3.17「組織変更・人事異動について」から NSRI 作成 
http://news.panasonic.com/jp/press/data/2017/03/jn170317-2/jn170317-2-1.pdf  
173 日経ビジネスオンライン「パナソニックがシリコンバレーの工場で作るもの」中田 敦 
2018 年 1 月 27 日（土）http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/061700004/012200246/?n_cid=nbpnbo_mlsp  

－118－ －119－



119 
 

本拠点のミッションについて「プロダクト開発にデザイン思考を導入するのは簡単だ。

より重要で難しいのは、パナソニックという法人そのものがデザイン思考の実践者（デ

ザインシンカー）になり、顧客に対する『共感力』の高い会社になることだ」。（同氏）

という。 

各カンパニーでの IoT の取組を全社レベルで引き上げることが目標。こうした取り組

みを推進するために AI 人材の育成と確保にも注力。新卒向けに 20～30 人の「AI 特別

枠」を設けたという174。 

 

2-2-2-5. 日本企業の IoT 活用事例 

経済産業省により 2016 年度に実施された IoT 等の活用事例集から我々のデジタル化

モデル（日機連「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」平成 26～28 年

度でのパラダイムシフトのイメージ図）に即して個々の事例を分類整理してみたものが

次図である。 

図表 43 「パラダイムシフトのイメージ図」と IoT 活用事例 

 

出所：経済産業省関東経済産業局 委託事業「中章ものづくり企業 IoT 等活用事例集」みず

ほ情報総研株式会社 2017 年 3 月の情報の一つ一つを、日機連「製造業のパラダイ

ムシフトへの対応調査研究」報告書にあるパラダイムシフトのイメージ図に重ねるよ

うに NSRI にて分類整理したもの 
 

                                                  
174 日経コンピュータ「まるわかり AI 開発最前線 2018」ｐ113 から 
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なお、上図で使用された日機連「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」

平成 26～28 年度でのパラダイムシフトのイメージ図の詳細版については下図を参照。

例えば「受注」の囲みの中をみると、そこには「CRM」「ERM」「PDM」「CAX(X=Design, 
Engineering 等)」といった既に存在するシステム名が見える。また、「つながるスマー

ト工場」の中には「MES」がある。さらに図中には見えないが様々な自動化装置が組み

込まれている。 

図表 44 パラダイムシフトのイメージ図（製造業）詳細版 

出所：平成 28 年度版日機連「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」報告書

のイメージ図に NSRI にて一部修正を加えたもの 
 

ではこうした既にあるシステムと図中に示す大きな楕円(が示す大きなネットワーク)
につながるシステムとは何が異なるのか。それはこれからインダストリー4.0 などのパラ

ダイムシフトが進もうとしている重要な視点は、「CRM」などの個別システムをより大

きなネットワークに統合しようとすることにある。「個別システムのシステム統合」或

いは「個別システムのシステム化」という点が従来との根本的な違いである。 
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2-2-3. 「IoT・AI 時代」に関する専門部会委員の認識 

これまで見てきたように「IoT・AI 時代」には、従来とは異なる様々な変革がもとめ

られる。海外においてもドイツや米国のデジタル化事例にみるとおり、凄まじいまでの

取組が始まっている。 

一方日本におけるデジタル化はどうか。今年度の本専門部会がスタートする前の時点

において、参加委員は、そもそもどのような認識をしているのか。そこで、こうした IoT
や AI に象徴されるデジタル化の潮流についての認識状況などを中心とした「事前アンケ

ート」を実施することにした。 

事前アンケートの結果を基に、参加委員の認識状況に沿う形で、基礎資料の収集や関

連分野の講師の招聘を行った。専門部会の運営を円滑、かつ意義深いものにすることに

資するために実施したものである。 

また「12 月アンケート」は実際に専門部会がスタートしてからの認識を問うために

実施したものである。同部会では、招聘講師による講演や基礎資料の配布などを踏まえ

て議論を重ねる中でクローズアップされた論点がいくつか浮上してきた。こうした論点

について、書面ベースでの自由回答を求めることにより、より多くの意見を収集し、論

点の深堀を図ろうとしたものである。以下は両調査結果から「IoT・AI 時代」に関する

専門部会委員の認識について整理する。 

 

2-2-3-1. IoT・AI 時代に関する認識(部会開催前時点) 

はじめに委員個人としての「IoT・AI 時代と聞いて思い浮かべること」という設問(下
図参照(MA))を行った。 

回答結果を整理すると「3.製造業は、CPS・DT などデジタルの概念やそのツールを

利用して新しい付加価値を実現できる」（10 人）が最も多く、次いで「1. IoT・AI 時代

になると製造業のパラダイムがシフトする」（9 人）、さらに「4.製造業は新しいビジネス

モデルの開拓と BPR（ビジネス・プロセス・リエンジニアリング）が必要になる」（7
人）、「6.製造業が、CPS・DT などデジタルの概念やそのツールを利用するには再教育・

研修が必要だ」（6 人）と続く。 

こうした回答を概観すると、参集した委員のかなりの人が先端デジタルツールなどを

利用して新しい付加価値を実現できるとしており、その背景として製造業がパラダイム

シフトの途上にあることを挙げている。そして現在の製造業が新しいビジネスモデルを

必要としており、BPR が求められていることを認識している。しかし、そうした先進ツ

ールを利用するには再教育・研修が必要だとも認識していることがうかがえる。 
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図表 45 IoT・AI 時代と聞いて思い浮かべること(n=18,MA) 

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 
 
2-2-3-2. ものづくり世界（含現場）のトレンドに関する認識 

本節は「12 月アンケート」の調査結果を踏まえてものづくり世界のトレンドに関す

る認識状況をみていく。 

(1)基盤技術と匠、数式化の進展度 

基盤技術について本専門部会では鋳鍛造、溶接等の要素技術を指すとしている。この

技術分野は、過去においてはいわゆる「匠の世界」であった。現在では匠の持つ暗黙知

をいかに形式知化するかという観点から、シミュレーションが重視されている。匠の技
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に依存する程度は徐々に減少する方向にある。うまく形式知化が進めば「匠」の継承問

題にも資すると考えられている。 

このような基盤技術であるが、ドイツにおいては産学官の研究連合体による鋳造技術

の面で「計算機シミュレーション技術」の強化を図っているとの報道（コラム欄参照）

がみられる。計算機シミュレーションには実験的根拠に基づいて数式化するという手続

きが不可欠とされている。この点に関して本専門部会委員に対する認識状況を調べた。 

設問は「A.基盤技術等の数式化では海外比遅れているとの指摘がある。」この指摘に

対する回答は、全部で 13 人から寄せられた。すべて自由回答である。回答内容に沿って

分類整理したところ、次のような 4 種類の結果が得られた。まず「遅れている」(4 人)、
二つ目は「遅れているとは言い切れない」(4 人)、「遅れていない」(1 人)、「その他」(2
人)である。 

(2)「遅れている」という回答 

「遅れている」という回答の論拠は、次の通り(次図)である。例えば、「シミュレーシ

ョンソフトは大部分が海外製」、「3D 設計の導入が十分進んでおらず、数式化を上手く活

用できていない」などがみられる。 
また、「数式化をするには、物理現象やその基礎方程式の理解が必要である」がそう

した「社会に出てからも学びなおす機会」が必要であるという提言にかかわる大切な指

摘も見られた。 

図表 46 数式化は海外比「遅れている」という回答 

FEM、CFD等のシミュレーションソ
フトは大部分が海外製

数式化をするには，物理現象や
その基礎方程式の理解が必要
（大学以外に学ぶところが少な
い）

社会に出てからも学び直す機会
があればよい

遅れている

数式は遅れている
数式化以前に数値
化も遅れている

遅れている

数値化が遅れている
傾向にある

３D設計の導入が十分進んでおら
ず、数式化を上手く活用できてい
ない

現場の摺合せ力が強かったこと
が、この数式化の遅れを招いてい
る

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 
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 (3)「遅れているとは言い切れない」という回答 

「遅れているとは言い切れない」という回答の論拠は、次の通り(次図参照)である。

判断としては「遅れているとは言い切れない」であるが、その論拠をみると、翻訳すれ

ば「どちらかというと遅れているかもしれない」とのニュアンスが濃厚にみられる。 

「海外では産学官の取り組みが集約されて体系的、システマティックに進展」してい

るものの、「日本では類似した取り組みが分散、混在、競合して進められている」という。

ここには決して遅れてはいないかもしれないが、国全体としてみた時に民間企業からの

アクセスのしやすさなどの点で見劣りしているというニュアンスがうかがえる。 

また、「遅れている」という議論から派生した問題意識として、各企業で必要なとき

に「裏付けとなる基盤技術を整える仕組みが欲しい」という回答が寄せられた。これも

また提言にかかわる大事な指摘ではないかと思われる。 

(4)「遅れていない」という回答 

「遅れていない」という回答の論拠などは次の通り(次図左参照)である。この回答は

遅れていない例として JAXA の CFD コード175を反証として挙げている。 

 

図表 47 数式化は海外比「遅れているとは言い切れない」という回答 

裏付けとなる基盤技術を整える仕
組みが欲しい

海外での技術研究の成果
を広く知ることができない

遅れているとは言い切れない

「劣っている」のでは
なく「関心がなかっ
た」

遅れているかどうか
を語ることができな
い

遅れているかどうか
は不明

イメージでは同感で
はあるが、領域によ
る

匠の世界で 培った技
術があるので、そこを如
何にスピードアップし数
式化するかが重要

海外では産学官の取組みが集約
されて体系的、システマチックに
進展

日本では、類似した取り組みが、
分散、混在、競合して進められて
いる

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 

                                                  
175 JAXA の HP: 「世界最速の高効率流体解析ツールの開発と社会貢献」、「航空用実形状燃焼器の設計支

援 CFD 技術」 http://www.aero.jaxa.jp/research/basic/numerical/analysis-tool/  、 
http://www.aero.jaxa.jp/research/basic/propulsion/combustor-tool/ 
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 (5)「その他」という回答 

「その他」という回答には次のようなコメントがみられた(次図左参照)。一つは「遅

れている」という判断を示したものではないが、ドイツの科学者を動員した組織的で戦

略的な対応を指摘している。この回答は、暗に日本では組織的戦略的対応が十分でない

ことを示唆している。 

図表 48 数式化は海外比「遅れていない」という回答 

図表 49「その他」に分類された回答 

遅れていない

遅れているとは思わない（例えば
JAXAのCFDコードなど）

海外に比べ，商業化が下
手

 
出所：平成 29 年度「12 月

アンケート」から NSRI 作成 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から

NSRI 作成 
 

コラム 11 デジタルツインによる技術革新、鋳物産業のケース 
デジタルツインによる技術革新、鋳物産業のケース 

1. 輸送機械における軽量化設計が加速 

・軽量化＝より高強度の合金で薄肉設計すること 

・鋳鉄よりも鋳鋼(低炭素濃度）やシリコンをはじめ合金元素が希薄な展伸用アルミニウム合金

を鋳造するケース増大 

・融点が高くなると同時に収縮量が大きくなる 

・機械設計者が根を詰めて設計し、鋳物師が湯道や押し湯などの方案をつけ型をつくった

後、鋳込んでみたら割れることが発覚する～ということが現実に存在する 

・機械設計者と鋳物師は新製品の概念設計のときから仲良く協力することが必須、有効 

2. 3 次元積層鋳型造型技術の登場 

・3 次元積層鋳型造型技術の登場（産業技術総合研究所の岡根利光氏を中心に開発）と実

製品への適用も加速し、鋳物の設計形状の自由度はかつての常識を超えた。 

・湯流れも凝固も鋳型と鋳物の押し合いへし合い（「なりより」も鋳物師の想像を超えた複雑領

域に突入しつつある。かつ、経験豊富な鋳物師は減りつつある。） 

3. 流動凝固シミュレーション 

・流動凝固シミュレーションによる鋳巣の予測発生に加えて熱応力解析も行うことで、凝固中

その他：

ここの議論は鋳鍛造など
の文脈なので、この部分
でも独は科学者を投入し
て組織的に戦略的にやっ
ている。

ただし現状（のＤＴ）は全てを記
述は出来ておらず、現場に活
用するには時間がかかる。

Twin digitalは追求していくべき
技術と認識

理論から数式化するのではなく、
分析からモデル化する手法が
早道
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のわれの予測や、鋳型との「なりより」を考慮した鋳物の変形予測、残留応力予測といった

計算が可能になりつつある。 

・合金と液体が共存したシャーベット状態にあるとき、合金の機械的な特性を数式（構成式）

に表わさない限り計算機は受け付けてくれない。 

・最初は誰かが実験的根拠に基づいて数式化するという手続きが不可欠。 

・計算に必要な鋳型や合金の各種特性値の取得、構成式の構築、計算の実施、鋳造実験と

の比較検討を当研究室と産総研、公設試、自動車メーカー、重工、鋳物専業メーカー、鋳

機メーカー―などと連携中 

4. ドイツを中心とした産学官の研究連合体 

・ドイツを中心とした産学官の研究連合体はこの分野において先行している。日本企業も包

含され参加協力し、欧州の計算機シミュレーション技術を強化している傾向もある 

・ドイツでは鋳造の研究室に博士課程の学生が多くいる～待遇がいいから（独マグデブルグ

大学博士課程の学生） 

・鋳造、鍛造、溶接、板金、塗装、これら生産技術は国家の根幹をなすもの（独マグデブルグ

大学博士課程の学生） 

・待遇を改善して人材を育成排出することは国家の使命である（独マグデブルグ大学博士課

程の学生） 

5. ドイツの学生は実験の実務も鋳造もしない、技官が分業体制として行う 

6. 米国も同様 

・米国イリノイ大学を中心とした国家とカーメーカー、建機メーカーが連合して、計算機シミュ

レーション分野を強化 

出所：早稲田大学吉田誠教授（総合機械工学科）、日刊工業新聞 平成 29 年 11 月 22 日から

NSRI 作成

https://d3ukgu32nhw07o.cloudfront.net/space_pdf/pdf_file5a13fca708ef1.pdf 
https://d3ukgu32nhw07o.cloudfront.net/space_pdf/pdf_file5a13fcb8cfb5c.pdf 

 
 

2-2-3-3. 現場力と技能・スキルに関する認識 

現在我々が直面しつつある製造業のパラダイムシフト、つまりもろもろのデジタル化

の流れが本格化していくと、何が起きるのか、どのような影響を被るのかといった疑問

が湧く。 

例えば、従来の日本型ものづくりの特徴とされてきた「暗黙知の追及」、「経験知の尊

重」は、新しい時代を迎える。デジタル化の進展によってさらなる「形式知化」や「シ

ステム思考」の浸透が進む。デザイン思考という新しい発想概念も喧伝されている。 

こうした新しい業務環境の中でデジタルツールが普及する以上、現場においては「先

進デジタル技術の使いこなし」が鍵となる。加えて「スピード」や「変化対応力」が今

まで以上に強いプレシャーとなるはずである。 
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では「現場力」はどうなるのか。今まで強みとされてきた「日本の現場力」はその「強

み」を維持できるのか。そもそも実際の現状はどうなのか。一方、最近の品質報道に鑑

みると現場力に綻びが生じているのではないか。現場力は新しい時代においても訴求点

足りうるか。こうした疑問にどう答えていけばいいのか。 

本専門部会の議論や「12 月アンケート」の結果をみると、現場主義と 5 ゲン主義の 2
つが主な論点となっている。 

その中から主な意見を抽出すると、現場主義について「生産現場、開発設計現場～過

信があるのか、それとももともと弱いのか。或いは、現場主義は将来とも有効か」「アイ

デア力/競争力/信頼性を織り込んだ設計力が勝負のポイントではないか」といった議論で

ある。 

また５ゲン主義についても、「現場・現物・現実の三現主義の実践度合はどの程度な

のか」といった議論がみられたほか、原理・原則については、その「科学的表現に弱い

のではないか」「これから必要度が高まる数式化、モデル化や、論理化、体系化、言語化、

システム化、モジュール化も同様ではないか」「デジタル化は進むがエンジニアリングへ

の原点回帰がさらに必要になる」などの問題意識や意見がみられた。 

 

2-3. まとめ：パラダイムシフト、技術革新と新しいものづくり 

製造業のパラダイムシフトにかかわる最も重要な要因は、現代における凄まじいまで

の技術革新とそのスピードである。 

特に予想を超えるほどの技術進歩を果たしつつあるのが、ディープラーニングなどの

AI(人工知能)である。オープンソースソフトウェアの発展も同様である。また、ハード

面に目を向けると、センサー等の技術進歩も目覚ましい。軽薄短小化と廉価化が急速に

進んでいる。IoT は現実の技術になりつつある。AI も IoT も「デジタル化」が鍵である。 

2-3-1. ゲームチェンジングテクノロジー 

ゲームチェンジングテクノロジーとは、要すれば、今までのビジネスを根底から変え

てしまうような破壊力を有する新技術のことをいう。本事業では当該技術として IoT や

AI のほか、DT(デジタルツイン)・CPS に注目する。 

「どんな業界であっても、もはやテクノロジーなしでは生き残れない。革新的な方法

を自社組織の内外にわたって開発しなければならない。自社でやらなければ他社がやっ

てしまう」「ゲームを変える技術を見極め、技術の変革に見合う経営のあり方を検討し、

イノベーションを加速することがますます重要。ゲームを変える技術を見誤ると、市場

から退場させられる危険がある」といわれている。 
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2-3-2. 人工知能（AI）、IoT、 DT(デジタルツイン)・CPS 

【人工知能（AI）】 

AI とは「人間の知的営みをコンピュータに行わせるための技術のこと、または人間

の知的営みを行うことができるコンピュータプログラムのこと」であり、AI には「人の

補助となる、人に寄り添う、人を補完する」役割が期待されている。 

AI について経営層に求められることは、理想的には次の 4 つ。1.経営層は適正な経営

判断をするためには、AI の各用語や技術の単位で理解すること、2.導入目的を事前に定

義・限定すること、3. 目的に合致する効果が出るかを導入前に検証すること、4. デー

タの重要性とコストを理解すること、といわれている（図表 34 参照）。 

経営層にとってより実現性のある要諦を纏めると次の 3つが指摘されている。第 1に、

既に実現済みのサービスやソリューションを流用すること。第 2 に、工数や費用の大き

い基礎的な業務を対象とすること。第 3 は、最新の AI(機械学習やディープラーニング)
ではなく、過去の AI の導入から検討すること。といった提言176がみられる。 

AI の製造業への導入は確実に進む。多くの製造業にとって AI はツールである。ユー

ザーとして使いこなす必要が生じる。ユーザー企業の IT 部門と AI 利用部門が協力して

実践や経験を積むといった学習の必要性が指摘されている。 

【 IoT】 

IoT によって収集されたデータは、デジタル化され、蓄積される。デジタルデータは

必要に応じて取り出され、AI などのツールを利用して演算処理される。結果は可視化・

解析される。シミュレーション結果は再び現実世界にフィードバックされ、様々な判断、

評価、新たなアクションに結びつく。こうして工場はつながり、スマート化される。新

次元の工場へと進化が続く。IoT は、新次元の工場を具現化するベースとなる。 

従来の工場で「当たり前」とされたことや「暗黙知」状態に放置されたこと、「形式

知化」を阻まれてきた事象、「知らないことがそこに潜んでいる」という自覚意識（無知

の認識）がみられなかった事象が、IoT の導入によってクローズアップされる。IoT は

それまでの「未知」を「既知」に変えるための手段として機能する。 

従来はデジタルデータとして取り扱いにくかった情報や人間の熟練技に依存せざる

を得なかったような情報（例えばゆがみ、ひずみ、微小な傷、振動など）が、センシン

グ技術やインターネット技術の進歩などによって可視化できる。これも技術革新の例で

ある。 

                                                  
176 出所：日経コンピュータ「まるわかり人工知能 2018 最前線」ｐ221、宮崎丈史＝ベイカレント。コン

サルティング「AI に騙されるな、経営者も技術を理解すべし」を基に NSRI 作成 
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【DT(デジタルツイン)・CPS】 

製造業のパラダイムシフトで期待されていることは、一種の CPS を構築していくこ

とであり、同時に DT を構築し運用していくことでもある。 

CPS とは、コンピュータのアルゴリズムと物理的なコンポーネントを継ぎ目なく統合

して設計され、それに依存するシステムのこととされる。米国では製造業にとどまらず、

多くの産業への適応を目指して予算化され、研究開発が進む。 

DT とは文字通り、物理世界の事象をデジタル空間に精緻に“そっくりそのまま双子

のように再現する”ことである。従来のように現実世界において試作品を作り、評価検

証を繰り返すといったプロセスに比べ、開発時間を圧倒的に短縮できる。 “Time to 
Market”の劇的短縮は、競争力強化上大きな武器となる。プロセスイノベーションの実

現手段といえる。 

製造業の場合、DT に使われるモデルには、データを基に機械学習等によって構築さ

れる「データモデル」と、もう一つ、3DCAD モデルなどを活用した「物理モデル」が

ある。後者は機械工業特有のモデルである。ものづくりの知識・技術・ノウハウは不可

欠である。IT 系企業からの参入障壁となりうる。 

ドイツは、産学官の研究連合体によって、DT・CPS のような計算機シミュレーショ

ン技術の強化を図っている 

2-3-5. 世界のデジタル化事例 

米国企業のデジタル化事例として、GE 社の「デジタル製造業」への変身プロセス177

と SAP 社の既存文化との衝突経験178、IIC のテストベッドの最初の事例である Bosch
社の事例 2 つ179の計 4 つを取り上げる。 

事例 1.GE 社の「デジタル製造業」への変身とそのトリガー 

GE 社がデジタル化に踏み切ることになったトリガー 

1.GE 社の大胆な事業戦略転換の契機（トリガー）は、IT 系企業によるクラウドコンピュー
ティングサービス構想の発表にある。 

2.これは、GE 社などが販売した設備機器を対象に、収集したビッグデータを活用して様々な
サービスを展開し、IT 系企業が収益を収受するという構想である。 

3.その対抗策が GE 社自身のデジタルトランスフォーメーションである。自社のデジタル化
により、データ活用サービスを自社で展開する。こうして Predix というプラットフォーム
の構築とその外販・普及へと事業戦略の舵が切られることになる。 
 

                                                  
177 本文 2-2-1-2 参照 
178 本文 2-2-1-3 参照 
179 本文 2-2-2-2 参照 
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事例 2. SAP 社のデジタル時代対応での既存文化との衝突経験 

SAP 社がデジタル化プロセスで経験した既存文化との衝突 

1.デジタル化の波は従来の IT 企業をも飲み込む。SAP 社は近年、市場の要求レベルが格段
にその厳しさを増したと痛感。イノベーションの加速に伴う膨大な調整時間とその増大の
効率化をあらたな課題に設定。 

2.そしてデジタル化の時代に合った態勢づくりに踏み出す。より速く、より素早くをモット
ーに「スクラム・アジャイルプロジェクト」を立ち上げる。開発迅速化のためにシリコン
バレー式のデザイン思考と、アジャイルワーキングを狙いとした「スクラム」を導入した。

3.ペアプログラミングの導入や変革推進のための時間とスペース創出などに伴う既存の組織
文化との衝突を経験。新旧のバランスの大切さなどを学んだとされる。 
 
事例 3. Bosch 社の IIC テストベッドで実証している事例(締め具のデジタル化) 

締め具デジタル化による不正使用防止、異常の自動検知、作業支援自動化 

1.締め具のデジタル化（プログラムの組込）が、MES とリンクする。 
2.作業員が、他のポジションでその工具を利用すると使用不可になる(不正使用防止) 
3.極めて迅速に多くの締め作業を行う場合（例、航空機の組立）、作業員は、紙を頼らずに次
の作業に進める。ツールを通じた作業支援の自動化を実現。ネジが壊れる前に警報が鳴る。
無駄な作業をしなくて済む。 

4.自動化システムは、自工場内使用にとどまらず、さらに横展開され、外販されつつある。

 
事例 4. Bosch 社の IIC テストベッドで実証している事例(フォークリフト) 

フォークリフトにセンサ・カメラ装着：走行経路把握、衝突回避、積荷最適化 

1.フォークリフトの追跡を可能にし、使用の最適化を図るプロジェクトとしてスタート。 
2.しかし、最初から必要なデータの全てが入手できたわけではなかった。 
3.その後、適切なセンサーと SAP 社のツールの導入により、目指すソリューションを創出。

4.Bosch 社は、フォークリフト前面に超音波センサーやカメラを装着。工場内データを収集。
SAP 社は、フォークリフトの動きと積載量を可視化。 

5.フォークリフトの走行通路の把握や衝突回避、積載状態の把握など、運行・積載の最適化
を実現。 

６.さらに自社の経験から生まれたデータと解析技術を他社へ提供するビジネスへと発展。 

 
2-3-6. 委員会メンバーの認識 

ここでは、委員会メンバーに対するアンケート調査結果から、メンバーが「IoT・AI
時代」に対して持っている認識や、計算機シミュレーションにおける基盤技術の「数式

化」、現場力や技能・スキルについての認識を紹介する。 

【IoT・AI 時代についての認識】 

参集した委員のかなりの人が、先端デジタルツールなどを利用して、新しい付加価値

を実現できるという。その背景として製造業がパラダイムシフトの途上にあることを挙

げる。また、現在の製造業が新しいビジネスモデルを必要としており、BPR が求められ

るが、先進ツールを利用するには再教育・研修が必要だとも認識している。 
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【現場力や技能・スキルに関する認識状況】 

本専門部会での議論では、現場主義と 5 ゲン主義の 2 つが主な論点であった。この点

については委員認識調査でも設問している。 

主な意見をみると、「現場主義は将来とも有効か」といった現場主義に懐疑的な見方

や「アイデア力/競争力/信頼性を織り込んだ設計力が勝負のポイントではないか」といっ

た指摘が注目された。 

また５ゲン主義についても、原理・原則については、その「科学的表現に弱いのでは

ないか」「これから必要度が高まる数式化、モデル化や、論理化、体系化、言語化、シス

テム化、モジュール化も同様ではないか」「デジタル化は進むがエンジニアリングへの原

点回帰がさらに必要になるのではないか」といった問題意識がみられた。 

【基盤技術の「数式化」に対する認識】 

鋳鍛造、溶接等の基盤技術について、現在では匠の持つ暗黙知をいかに形式知化する

かという観点から、シミュレーションが重視されている。計算機シミュレーションには

実験的根拠に基づいて数式化が不可欠とされている。 

この点に関する海外比との遅れについて、「遅れている」という回答がある一方、「遅

れているとは言い切れない」、「ただ関心がなかっただけ」「領域による」「遅れていない」

と、全員が遅れを認識しているわけではない。しかし、進んでいるという回答だけは皆

無であった。 
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第 3 章 日本の機械工業としての対応(メンバー意見) 

前章では、パラダイムシフトの実態をサーベイし、技術革新の象徴としての IoT や

AI について、またそうしたデジタル化と世界の動向について、さらにこうした世界のト

レンドに対する参加委員の認識も調査することができた。 

本章では、そうした製造業を取り巻くパラダイムシフトにどう対応していくべきかに

ついて検討する。IoT・AI 時代のものづくりの検討から、日本の現状と課題を抑えたう

えで、目指すべき方向性の検討を行っている。検討のベースは専門部会における議論や

2 回にわたる委員に対するアンケートによる認識調査結果である。 

3-1. IoT・AI 時代のものづくり 

3-1-1. 検討の前提 

本専門部会では、様々な検討を行うための前提を明確化し、議論の円滑化に資するこ

とにした。 

メインテーマである「IoT・AI 時代のものづくり人材」を検討するにあたっての前提

をいくつか用意した。部会の開催前に実施した「事前アンケート」の中で、用意した前

提を提示し、参加者の関心を調査した(次図参照)。 

図表 50 IoT・AI 時代のものづくり人材～検討するための前提(n=18,MA) 

 
出所：平成 29 年度「事前アンケート」から NSRI 作成 

 
事前アンケートの回答をみると、参加者の関心はそれぞれ割れる結果となった。その

中で比較的多い回答を挙げると、まず「これまでの日機連における議論の概要」(10 人)
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を前提として知っておきたいが最も多い。次に「急速に変化する技術革新の現状での捉

え方」(7 人)、「対象領域・範囲・スパン・用語の整理・明確化」(6 人)が続く。 

また、その他の回答には「シンギュラリティは意識してもそこまでの検討は、今は不

要」という指摘がみられた 

前図の中で「日機連における議論」としては「製造業のパラダイムシフト、デジタル化・

ネットワーク化，PC2Be ダイナミックサイクル、TAKUMI4.0、ヒトの役割と新しい現場力など」を設

問時に付記した。また「急速に変化する技術革新の現状」として「シンギュラリティまで考える

か、特定用途別 AI、IoT 、AM,５G 等」を例示した上で回答を求めている。 

3-1-2. 「IoT・AI と新次元の製造業」に対する関心度 

IoT・AI 時代を迎える「新次元の製造業」に関する関心度合いをみると、「デジタル

化・ネットワーク化と『新次元の製造業』」(11 人)が最多である。次いで「デジタル化・

ネットワーク化関連技術の最新動向」（9 人）。この 3 つが委員の関心のある大きなテー

マだといえる。 

図表 51 IoT・AI 時代の「新次元の製造業」での関心(n=18,MA) 

 
出所：平成 29 年度「事前アンケート」から NSRI 作成 

 
前図の「新次元の製造業」を設問した際には、「新次元」に関連するテーマとして以

下を付記した。すなわち「新しい現場力」「人とマシンの役割分担」「新しい日本の強み」

といったテーマである。また本設問設定に際しては次の 2 つの仮説を念頭に置いている

ことも付記した。 
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☛仮説 1.従来の「強み」といわれている現場力とは、現場で働く人が、五感という「セ

ンサー」を磨き続けて仕事に打ち込むという高い意識と感度に支えられて

いたことと密接に関連する。  

☛仮説 2.これからの「強み」は、元々強い現場が、人と機械等のセンシング能力を IoT
等でアップし、AI も活用して更に強くなること。すなわち業務に携わる人

の働きが鍵となる。 センシング能力の高い人が、「センサー」を備える機

器などの情報（IoT）や AI といった最新テクノロジー、システムを使いこ

なせることが「強み」となる。デジタルリテラシー(次のコラム参照)が必

須となる可能性がある。  

コラム 12 ドイツの「デジタルリテラシー」の考え方 

ドイツの労働社会省（BMAS: Bundesministeriums für Arbeit und Soziales）による「ア
ルバイテン 4.0 緑書~働き方を再考する～」によると、「デジタルリテラシー」について以
下のような説明があり、その重要性が強調されている。 

デジタルリテラシーとは、基礎的な理論的知識（コンピュータやコンピュータデバイスが
どのように設計され、作動するか）から、オンライン・コミュニティにおいて、自身を表現
し、検索する能力まで含まれる。インフォーメーション・リテラシー（目的に沿って、自律
的に、責任のある、効率的なやり方でコミュニケ―ションを行える能力）に近い概念である。

デジタルリテラシーをどの程度具備すべきか。これは、教育レベルや職種による。しかし、
ますます短期化するイノベーションサイクルと技術革新によって、究極的には皆がデジタル
リテラシーを具備すべきというニーズが、増え続ける。この点は明らかである。 

創造的、社会的スキルと、統合的な思考力や相互につながりを持つ働き方に対応できる能
力は、企業の成功と働き手の社会移動へのきっかけとしてますます重要になる。 

出所：ドイツ連邦政府の労働社会省の HP「RE-IMAGINING WORK “GREEN PAPER 

WORK 4 . 0”」から NSRI 作成 
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/arbeiten-4-0-green-paper.pdf?_

_blob=publicationFile&v=2 

 

3-2. IoT・AI 時代を迎える日本の現状と課題 

3-2-1. 日本の製造業に迫る危機 

ここでは、世界の製造業戦略で共有されている環境変化と、そうした環境変化が日本

の製造業にどのような圧力となって押し寄せてきているかについて、見ていくことにす

る。 

3-2-1-1. 製造業を取り巻く環境変化と圧力 

これまで見てきたとおり、製造業を取り巻く環境は急速に変化している。ドイツのイ

ンダストリー4.0 をはじめ、英国や欧州の先進国のみならず、中国や韓国の製造業戦略の

環境認識をみると、環境は激変しつつあるという点が共有されている。 
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共有されている点は 4 つに集約される。第 1 に、深層学習に代表される AI 等の先進

テクノロジーの急速な進歩。第2に、インターネットジャイアンツとも呼ばれるGoogle、
Apple、Amazon や Airbnb、Uber といった急速に成長した IT 系企業による既存業界の

「市場破壊」。第 3 に、新興国企業による急速巨大化。第 4 に、先進国で急速に進む製造

業のデジタルトランスフォーメーションの進展と製造企業の変貌である。 

このような 4 つの環境変化について、日本の製造業に対する巨大な圧力という視点か

ら再整理してみると、4 つの視点で捉え直すことが可能である(次図参照)。 

第 1 の圧力は、「世界で起きているデジタル革命」である。特に進歩著しい AI につい

ては多くの識者が指摘する通り、もはや無関心ではいられない状況にある。AI の研究開

発に巨額資金を投入しているのがグーグル、アップル、マイクロソフトといった米系 IT
企業。こうしたインターネットジャイアンツは、自動運転などソフトウェア領域からモ

ノづくり領域への進出を進めている。 

図表 52 日本の製造業に押し寄せる 4 つの圧力 

 
出所：諸資料を基に NSRI 作成 

第 2 の圧力は、米独大企業の大胆な事業戦略の転換である。これはデザイン思考やリ

ーンスタートアップなどシリコンバレー流文化を導入することによってデジタルトラン
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スフォーメーションを進めようとしている。IT 系スタートアップの買収や IT 系人材の

採用、開発した IoT プラットフォームの外販など、次々に時代を先取りする手を打って

くる。 
第 3 の圧力は、新興国の工業化と情報化の併進戦略による一気の追い上げである。フ

ォーチュン 500 社リストをみると、そのランクアップは毎年上昇しており、かつ急激で

ある。時価総額ランキングでは米国企業を除くと、中国企業がもっとも多い。年々とそ

の存在感を急速に高めている。 

第 4 の圧力は、西洋先進国における製造業の高度化戦略である。高賃金と国内での製

造立地を両立させようとしている。先進製造業への脱皮ツールとしてデジタル化を捉え

ている。低賃金を狙った海外立地を進める戦略とは一線を画する。 

日本の製造業の立ち位置と今後の針路は、難しい局面を迎えている。非常に狭い隘路

に押し込まれる可能性がある。 

 
3-2-1-2. アカデミズムからの警鐘 

本専門部会だけでなく、日機連の先行事業である「世界の製造業のパラダイムシフト

への対応調査研究」専門部会でも、「現場力」に関する議論は一つの焦点としてクローズ

アップされることが多く見られた。これは日本の強みは「現場力」にあるのではという

議論である。 

ところがこうした議論に対して、アカデミズムからは「現場力盲信は時代遅れ」とい

う指摘180がみられる。例えば木村英紀早稲田大学招聘研究教授の所論などがその例であ

る。同教授は「現場力盲信は時代遅れ」「日本が強い要素技術が生きるシステム化」を目

指せと説く。 

同教授の具体的な指摘概要は以下のとおり、「製品の品質」、「システム技術」と「要

素技術」、「高次システム」、「匠の技」、「日本の進む道」などに分けられる。 

(1)製品の品質 

製品の良し悪しは、それぞれの部品の品質だけで決まるわけではない。それらがうま

く配置され調和して働くかどうかが重要。全体が良いシステムになっている必要がある。 

(2)システム技術と要素技術 

システムを作るための技術を総称して「システム技術」と呼ぶとすれば、部品の品質

を高めるのが「要素技術」である。 

                                                  
180 ここでのアカデミズムに関する議論はすべて「日本経済新聞 H29.9.7 経済教室『システム化技術の強

化を急げ』木村英紀早稲田大学招聘研究教授」の記事をベースに NSRI にて要約・作成したものである。 
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(3)高次システム 

それぞれ独自の機能を持つシステムが連携して作られた高次のシステムを、「システ

ム・オブ・システムズ」と呼び、大きな注目を集めている。気の遠くなるような複雑さ

とシステム技術は対峙している。 

産業界ではこれまで必要が生じるたびにシステムを作る受け身の姿勢。システム・オ

ブ・システムズの動きに対応して、能動的にシステム化を推進し、新しい生産、サービ

ス、経営のビジョンを作り上げようとする動きが出てきた。その代表がドイツの「イン

ダストリー4.0」。その柱となるのが IoT。データを使うシステムをどう作り上げるかが

IoT の本当の課題。システム化のための手法の代表が「モジュール化」である。 

規模の伸縮が可能なモジュールを自由に組み合わせられれば、どんな製品でも、顧客

の好みに応じた注文生産が迅速にできるようになる。いわゆる「再構成可能な生産シス

テム181」である。 

(4)匠の技 

「匠の技」に高い価値を置く日本は、要素技術大国。狭い分野に特化して「とがった

技術を磨く」要素技術者が、広い視野から技術を評価し、全体思考を重んじるシステム

技術者よりも尊敬を受ける。 

システムが付加価値の柱になってきた現在、システム技術の弱さは日本の技術の足腰

を弱めている。システム化を支えてきた技術には、学術の面では定量的な手法に基づく

ものと、定性的なものがある。今後は再構成可能な生産システムの構築を目標に、両者

の融合を進める必要がある。 

(5)日本の進む道 

日本の進む道は、日本が強い要素技術をシステム化に結び付け「要素の強さが生きる

システム」を作り出すことである。現場力とは現場が問題を解決する力。しかし、設計

から消費までライフサイクル全体を一貫して考えなければならないシステムの時代には、

現場で本当に解決できる問題は少なくなった。暗黙知に基づく現場力を盲信するのは時

代遅れ、システム化に逆行する。 

全体のマネジメントの視点で、自分のポジションや守備範囲を理解・評価し、必要な

ときには他の分野に越境できるような、広い視野を持つ人間が現場には必要になってく

る。そのような組織が作られたとき、システムの時代に強い現場力となる。常に全体の

視野の中で個の役割を考えるシステム思考を日本の社会に根付かせ、体現する人材を育

成することが課題である。 

                                                  
181 同様の発想に「リコンフィギュラブル生産システム」がある。日機連「世界の製造業のパラダイムシ

フトへの対応調査研究」平成 27 年度調査報告書ｐ84～86 参照 

－136－ －137－



138 
 

3-2-2. 日本の現場の現状と課題 

本専門部会では、多岐にわたる議論が行われた。「日本の製造業が目指すべき方向性」

という議論もその一つである。「12 月アンケート」では、「ものづくり世界のトレンド」

に関する記述式回答の中に、目指すべき方向性に関する記述が寄せられている。 

以下ではそうした回答結果について「生産現場は引き続き強みを維持できるか」、「開

発・設計現場の現状と課題」、「原理・原則の科学的表現と工学の原点回帰の重要性」の 3
つに絞って整理する。 

3-2-2-1. 生産現場の現状と課題 

本専門部会では部会開催に当たり「事前アンケート」を実施した。その際に IoT・AI
時代の「新次元の製造業」に関して設定した二つの仮説182の基調には、これまで「強み」

とされてきた現場力が、デジタル化が進む新時代においても「強み」を維持・発展させ

ることができるのかという問題意識がある。 

そこで「12 月アンケート」においてこの点を調査するべく、「日本が強いとされる生

産現場はこれからも日本の強みになりえるか、そのための条件は何か。」という設問を用

意した。13 人から回答があり、回答内容に従って分類したところ、次の 4 つのパターン

が得られた。 

1 つ目は「強みになる／重視される」（4 人）、2 つ目は「強みとするための条件」(6
人）、3 つ目は「強みは減少する／薄れてきた／強みとならない」(6 人)、4 つ目は「優位

性は失われている」(1 人)である。回答の全体像は次図の通りである。 

（１）「強みになる／重視される」という回答と「強みとするための条件」の回答 

「強みになる／重視される」という回答と「強みとするための条件」の回答を並べて

みたものが次図である。 

「強みになる／重視される」と分類した回答は、どれも前提条件付きで肯定している。

前提とした条件をみていくと、「日本人の勤勉性や，改善志向が今後も続けば」「デジタ

ルツールやシミュレーション技術を上手く活用すれば」「全体最適が前提」などである。

ここにもデジタル化の活用を前提としている回答がみられた。 

                                                  
182 仮説 1.従来の「強み」といわれている現場力とは、現場で働く人が、五感という「センサー」を磨き

続けて仕事に打ち込むという高い意識と感度に支えられていたことと密接に関連する。 
仮説 2.これからの「強み」は、元々強い現場が、人と機械等のセンシング能力を IoT 等でアップし、

AI も活用して更に強くなること。すなわち業務に携わる人の働きが鍵となる。センシング能力の高

い人が、「センサー」を備える機器などの情報（IoT）や AI といった最新テクノロジー、システムを

使いこなせることが「強み」となる。デジタルリテラシーが必須となる可能性がある。 

－138－ －139－



139 
 

デジタル化に関してはほかにも「IT 化融合による生産力増強や生産性向上が必要」「生

産現場で育てたノウハウをどうデジタル化してサービスするか」などがある。「＋αの部

分を、IT 技術を導入する事で補完したい」「現場が経営目線、設計目線、サプライチェ

ーン目線、ユーザー目線でデータ活用して判断できるようにする」ことが必要との指摘

もある。 

その一方で、「デジタル化を進める上で、アナログ的な摺合せ能力が優劣を決めるポ

イント」と従来型能力の必要性を強調する意見も見られた。 

このほかには「現場でも事業運営でも分析力の向上が、強い生産現場に必要」と分析

力そのものに焦点を当てた回答がみられた。これは IoT を導入してセンサーなどのデー

タが収集・蓄積されても、データを分析する能力を伴わない限り、集めたデータは役に

立たない。デジタル化には、デジタル化を導入すればデジタルの能力によってその効果

が歴然とするような、事前の準備や前提が必要とされる。この指摘はまさにそうした前

提条件の具備の必要性を謳っている。 

図表 53 「強みになる／重視される」と「強みとするための条件」 

現場技術者と
新しい技術者
が、融合して
取り組む事が
重要。（データ
の供給側､処
理側という枠
を超えた協
働）

社内外を含めた
部門をまたぐ調
整が必須

強みになる

日本人の勤勉性や，改
善志向が今後も続け
ば強みに

製造業は品質、精度、出来映え
を考えれば、今後も重要視され
るはず(条件あり）

デジタルツールやシミュ
レーション技術を上手く
活用すれば、強みに

日本の製造業が得意とする
現場でのすり合わせは、デジ
タル化を進めるにあたっても
不可欠

デジタル化を進める上でアナロ
グ的なすり合わせ能力が優劣
を決めるポイント

現場が経営目線、設計目線、SC目
線、ユーザ目線でデータ活用して
判断できるようにする

強みとするための条件

現場力一色とはいか
ず、IT化融合による生
産力増強や生産性向
上が必要となってくる

当面は、生産現
場で育てたノウ
ハウをどうデジタ
ル化してサービ
スするか

＋αの部分をIT技術
導入する事で補完
したい

強みになり得
るのは匠の技
と自動化の組
合せ

現場でも事業
運営でも分析
力の向上が、
強い生産現場
に

全体最適が前提で、
現場力（遠藤功氏の
定義，注）は強みに：
自工程完結を意味す
るのであればNG

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 
総じて日本の現場の強みは「勤勉性」と「改善志向」、「摺合せ」にあるといった指摘

がみられた。その背景には遠藤功氏183が指摘（下記コラム参照）するように、「もっと喜

んでもらおう」といった現場の「想い」や、仕事に対する「誇り」と「喜び」があると

いう。また、「摺合せ」はデジタル化にも不可欠との指摘も見られた。 

                                                  
183 ローランド・ベルガ―日本法人会長、元早稲田大学ビジネススクール教授

https://www.rolandberger.com/ja/persons/%E9%81%A0%E8%97%A4.%E5%8A%9F.html 
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これらの背景要因が、デジタル化が進む中で廃れないとすれば、欧米にはない強みと

して競争力になる可能性が期待できる。同時に回答の多くが指摘するデジタル化との融

合をどう実現184していくのか。これは重い課題である。我々は歴史的岐路に立っている。

まさにパラダイムがシフトしつつある。 

（２）「強みは減少する／薄れてきた／強みとならない」 

3 つ目は「強みは減少する／薄れてきた／強みとならない」の回答(次図参照)である。

既に「日本の強みとはならない」と明確に現状認識している回答グループがある。「この

部分の強みは薄れてきた」「現場力は強みでなくなっていく」「今のままでは生産現場は

強みにならない」。 

なぜか「IoT やＡＩが進化していくとこういった強みは減少していく」つまり IoT・
AI 時代になると日本の現場力の強みは失われていくという指摘である。 

図表 54 強みは減少する／薄れてきた／強みとならない」の回答 

当面は、そのノ
ウハウをどうデ
ジタル化して
サービスするか

生産現場で育て
たノウハウを海
外へ販売する
時代になった

製品（もの）でなくサービス
（こと）に価値が移行

摺合せ力をスピードアップ
して欧米並みの効率性を求
めないと、ニッチでしか生き
残れない

匠という言葉は”優れたも
の”という意味と”暗黙値”
の２面性があり、後者はブ
ラックボックス化や判断力
の欠落に繋がる

生産現場の強みが「すり合わせ」
技術にあるとすれば，その強みは
デジタル化の進展に伴い，薄れて
いく

日本の生産現場は安定した品質
に代表されるQCDとそれを実現す
る仕組みを強みに

強みは減少する／薄れてきた／強みと

ならない

IoTやＡＩが進化して
いくと本強みは減少
していく

現場力は強みでな
くなっていく

日本の強みと
はならない

日本の強みは薄
れていく

この部分の強みは薄
れてきた

今のままでは生産現場は強
みにならない

デジタル化の推進、現場を進化させ
るために現場から課題(生の声）を吸
い上げる事も必要

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 

                                                  
184 デジタル化との融合について、竹内弘高ハーバード・ビジネススクール教授は「企業が変革するには

デジタル戦略が不可欠だが、ここで勘違いしてはいけない点がある。課題はアナログとデジタルをど

う融合させるかだ。まずは自分たちの強みは何かを考え、それをデジタルでどう支えていくかが大切

だ。」と述べている。（日経新聞 H29.11.9 激動期のリーダー論） 
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その理由としてある回答者は、「匠」に着目する。「匠という言葉は“優れたもの”と

いう意味と“暗黙知”の２面性がある。後者はブラックボックス化や判断力の欠落に繋

がる」という考え方を提示している。同様に現場の持つ強みの要因を特定したうえで「生

産現場の強みが「摺合せ」技術にあるとすれば，その強みはデジタル化の進展に伴い，

薄れていく」と強みが薄れていく要因を明確にしている。 

以上みてきたように、「強みは減少する／薄れてきた／強みとならない」とする論者

の見方は、「生産現場で育てたノウハウ」を「どうデジタル化してサービス化するか」な

ど、パラダイムがシフトする中での新しい戦略対応の構築に高い関心を寄せている。 

従来のやり方である現場での摺合せは、「よりスピードアップ」しなければ生き残れ

ない。従来型の摺合せにとどまるのであれば、競争力は薄れてしまう。現場の課題をど

のように救い上げるか。世界に誇れる優れた暗黙知である「匠」の技をブラックボック

スのままにしておいては判断力の欠落につながる。デジタル化の世に最も重要とされる

ことの多い判断力が涵養されない。こうした指摘はいずれも現状に対する強い危機感に

よるものと推察される。 

（３）「優位性は失われている」 

4 つ目は「優位性は失われている」とその主張は明確である。「もうすでに生産現場の

日本の優位性は、失われている」その理由は「質の良い労働力の供給が断たれているの

と、企業に育成をする余裕もなくなっているから」だという。(次図参照) 

この理由をみると、まさに事前アンケート」における仮説 1.（ 従来の「強み」とい

われている現場力とは、現場で働く人が、五感という「センサー」を磨き続けて仕事に

打ち込むという高い意識と感度に支えられていたことと密接に関連する）との関連性が

うかがえる。 

従来の優位性が、「磨き続けて仕事に打ち込むという高い意識と感度に支えられて」

いたのに対し、「質の良い労働力の供給」が絶たれ、企業も「企業に育成をする余裕」が

ないのであれば、優位性を維持し、強化できる見込みはなくなるのは自明である。 
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図表 55 優位性は失われているという回答 

優位性は失われている

もうすでに生産現場の日本優位
性は、失われている

質の良い労働力の供給が断たれ
ているのと、企業に育成をする余
裕もなくなっている

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 
なお、前述の「強みとするための条件」のなかで、「全体最適が前提で、現場力（遠

藤功氏の定義）は強みになる」という回答がみられた。この「遠藤功氏の定義」につい

ては次のコラムにまとめてみた。 

コラム 13「遠藤功氏の定義」による現場力とは 

1.遠藤功氏：ローランド・ベルガ―日本法人会長、元早稲田大学ビジネススクール教授 

2.同氏による現場力 

・現場力を「現場が自らの意志で進化しようとする力」と定義。 

・現場は「企業経営において価値を生み出す主体」。 

・製造業であれば工場だけでなく、研究・開発の現場、営業の現場、物流の現場などが該

当する。  

・非凡の現場とは、オペレーションを磨き続けている現場・状態をいう。 

3.改善と現場力 

・「現状よりも良くしよう」「お客様にもっと喜んでもらおう」といった思いが、継続的な

改善活動に駆り立てている。 

・そこには、仕事に対する「誇り」と「喜び」がある。 

・欧米の経営スタイルでは、現場の中にこうした思いが生まれてこない。 

・現場力は、欧米企業にはない、日本企業独自の大きな強み。  

 出所：日経 BP オンラインの記事を基に NSRI 作成 
http://www.nikkeibp.co.jp/article/tk/20140105/378922/ 

http://www.nikkeibp.co.jp/article/tk/20140105/378923/?P=5 

 

3-2-2-2. 開発・設計現場の現状と課題 

ドイツのインダストリー4.0 をはじめとして、世界の製造業で注目されている技術に

DT(デジタルツイン)、CPS(サイバー・フィジカル・システム)がある。いずれも先進デ

ジタル技術である。現実世界をサイバー空間上にモデリングによって再現する（現実世
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界の双子をサイバー世界に創り出す）。サイバー空間上でシミュレーションを行う。その

結果、現実世界での試行錯誤や手戻りの回数が削減される。こうしたことが実現される

と圧倒的な時間短縮が図れる。時間短縮の効果は大きい。ライバルとの競争に有利にな

る。 

この二つは特にスマート製造において有効な技術戦略である。NASA やドイツの研究

所において盛んに研究が進められている。こうした最新技術を活用する現場は、開発・

設計部門であろう。そこで「12 月アンケート」においては、日本の機械工業各社の開発・

設計現場の実情と今後さらに競争力を強化するための条件を、委員各位に書面で自由に

記述してもらう方式で調査した。 

設問は「開発設計現場の現状と今後強みにするための条件は何か」というシンプルな

ものである。その狙いは、最新デジタル技術などへの対応力や吸収力などを探ることに

ある。 

(1)開発設計現場の現状 

回答結果は、大きく 2 つに分かれた。「開発・設計現場の現状」と「開発・設計現場

を（ものづくりの）強みにするための条件」の 2 つ（次図）。いずれも 13 人からの回答

が得られた。それぞれの記述内容から分類・整理を行い、次図のような図解を行った。

図中の楕円は、楕円が接している囲みの回答内容が比較的類似していることを表わして

いる。 

図表 56 開発設計現場の現状に対する回答 

開発設計現場の現状

出口の分かり難い新規性
のある開発は予算がつか
ないケースが多々ある

企業風土による。旧態依然
とした企業であるため、顧
客ニーズベースの研究開
発が多かった。

開発設計現場には常
に最新のハード･ツー
ルがある

技術指向、製品指向

過去の設計思想を理解
せずに設計

設計にも匠と呼ばれるに相応し
い人材が存在。若手人材との
ｷﾞｬｯﾌﾟを埋めるには隔たりが大
きい様な

強い現場に依存していた
ため、設計の深掘り・横展
開する力が弱い

専門化、現場離
れの状態

常識・経験値不足を補う仕組みが提
供されていない。全体を製品としてま
とめる力不足

開発・設計の現場は、「少ない人員で(人員
確保の困難さ)」「より早く効率的に（開発期
間の短縮）」「より高い性能（価値）を」といっ
た課題のもとで、製品の設計・開発を進めざ
るを得ない状況

効率重視の為に分業化が進み、現場を知らな
い設計者、後工程を考えられない設計者、現
場からの声を反映できない設計者が多くなって
いるのが問題

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 
開発・設計現場に対する現状認識をみると、現状の問題点を挙げた回答が目につく。

現場との関係を指摘した回答が、「強い現場に依存していたため、設計の深掘り・横展開
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する力が弱い」もう一つは現場の別の面を指摘した回答、「効率重視の為に分業化が進み、

現場を知らない設計者、後工程を考えられない設計者、現場からの声を反映できない設

計者が多くなっている」これが問題だという。いずれも設計力と設計者の能力に焦点を

あて問題点を指摘している。 

開発・設計自身の問題としては、「設計にも匠と呼ばれるに相応しい人材が存在。若

手人材とのｷﾞｬｯﾌﾟを埋めるには隔たりが大きい。」またそうしたｷﾞｬｯﾌﾟを補う仕組みを問

題にしているのが、「常識・経験値不足を補う仕組みが提供されていない。」このほかに

は「全体を製品としてまとめる力不足」「過去の設計思想を理解せずに設計している」と

の指摘がみられる。 

開発・設計部門の体制の問題としては、「開発・設計の現場は、『少ない人員で(人員

確保の困難さ)』『より早く効率的に（開発期間の短縮）』『より高い性能（価値）を』と

いった課題のもとで、製品の設計・開発を進めざるを得ない状況にある」と指摘してい

る。 

 (2)開発設計現場を今後強みにするための条件 

今後、開発設計現場を強みにするための条件を尋ねたところ（次図）、総論的な視点

からの回答には、経営側の課題として「その現場に将来を見据えた方針を指示し、その

ための体制を構築すること」がある。また、「設計思想を理解しながら設計を行なってい

くことが重要」「潜在化しているニーズを捉えることや顧客との協業による価値創造が必

要」という指摘がみられた。 

図表 57 開発設計現場を今後強みにするための条件に関する回答 

強みとするための条件 その現場に将来を見
据えた方針を指示し、
そのための体制を構
築すること。（経営側
の課題?）

現場同様、
匠継承への
実現が優先

潜在化しているニーズ
を捉えることや顧客と
の協業による価値創
造が必要

設計思想を理解しながら設計を
行なっていくことが重要

スピード感、アジャイ
ル的な開発、ベン
チャーまでとは言わな
いが、そこと戦えるくら
いのスピード感が重
要

今後DT/CPSを使いこ
なすことによって、よ
り高度な設計力をを
身に付けることがで
きる

常識・経験値不
足や全体を製品
としてまとめる力
不足を補う仕組
みが必要

理論と同時に，シミュレー
ションに基づくアプローチ
を設計プロセスに取入れ
るべき

生産技術の自動化の
推進とリンクした製品
開発力。ソフトウェア開
発力の強化

顧客ニーズをつかむ能
力。開発スピード。

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 
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スピードの重要性を指摘した回答には、「顧客ニーズをつかむ能力。開発スピード」、

「スピード感、アジャイル的な開発、ベンチャーまでとは言わないが、そこと戦えるく

らいのスピード感が重要」がある。「スピード」や「アジャイル」が強調されている。 

デジタル関連の技術に敷衍した回答には、「理論と同時に，シミュレーションに基づ

くアプローチを設計プロセスに取入れるべき」や「今後 DT/CPS を使いこなすことによ

って、より高度な設計力を身に付けることができる」「生産技術の自動化の推進とリンク

した製品開発力。ソフトウェア開発力の強化が必要」がある。 

回答にて強調されている点をみると、「設計思想の理解」をはじめとして、「スピード」、

「理論の重視」、「シミュレーションの重視」、「DT,CPS の使いこなし」などが重要とみ

られていることがわかる。 

3-2-2-3. 原理・原則の科学的表現と工学の原点回帰 

本専門部会では第3回目にブレーンストーミングを実施した。そこでの議論の焦点は、

「原理・原則」、「三現主義」「工学の原点回帰」などであった。ものづくりの立場からみ

て今後のデジタル化に向けた取り組みをどう進めるか。また、現場力との関連で三現主

義や原理・原則の問題185をどう位置付けるか。といった文脈での議論が交わされた。 

そこで、「12 月アンケート」においてもこの問題を取り上げ、広く多くの意見を収集

することにした。 

設問は「原理・原則の科学的表現に関し、工学の原点回帰が重要との指摘がみられた。

貴見は如何か」である。本問においても多くの記述式回答が寄せられた。内容的には 4
つにまとめられる。1 つは、工学の原点回帰は「重要」とする立場から工学の原点回帰

に「関連する課題」を挙げた回答である。2 つ目は、工学の原点回帰を「重要とする理

由」。3 つ目は、「重要だが付帯条件あり」という回答。4 つ目は「5 ゲンと産学官役割分

担の問題」を論じた回答である。 

(1)工学の原点回帰は重要、工学の原点回帰に関連する課題 

工学の原点回帰は重要との考え方は多くの回答者が支持している。次図の楕円図は主

に類似した主張をまとめたものである。 

この類似した回答の中には、例えば「工学の原点回帰は重要」、「一般的な考えとして、

同意」、「エンジニアリング力は非常に重要な観点」などがある。「異論なし」という回答

                                                  
185 「日本人は曖昧さや個別対応を好む」。一方、「ドイツ人の多くは物事の原理・原則は 1 つと信じてい

る。問題を解決する上で、すべての事象に適用可能な唯一の包括的な解決策が存在し、かつ実現可能と
考える傾向がある。経験から学ぶというアプローチではなく、計画段階から理論的な活動に労力を割く
というアプローチがとられる。原理・原則が一つならば、それを実現するソリューションも一つに収束
するはず。これこそが『標準』」～日経ものづくり 2018.2 の Axel Saleck 氏の論考「日独の差異」ｐ57
から NSRI 抜粋・作成 
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も見られた。「ものづくりの視点では工学(エンジニアリング)が重要で、原理・原則(科学

的知見)に基づいた応用的な思考が重要」という解説も寄せられている。 

 

図表 58 工学の原点回帰に関連する回答 

重要である、工学の原点回帰に関連する課題
工学の原点回帰は失敗しない
取り組みには繋がる

工学は、ある不確定要素をもちながら、
それをマージンをもって確率と経済性
の中で機能を担保する動きをしていた
はず

グローバルな世界で後続に追いつか
れない為に何を差別化するのかを常
に考えて技術開発する必要

絶対判断に依存する姿勢（無知の増
加）が強くなった社会構造の中で、理
解されなくなっているのが問題化

消費者教育も必要

工学の原点回帰は重要

ものづくりしていく上では原理原
則は大前提

DT/CPSを実現するには、工学的表現
が必須である。日本は従来強い現場
依存していたため、この部分（工学的
表現）が弱い

エンジニアリング力は非常に
重要な観点

一般的な考えとして、同意

異論なし

ものづくりの視点では工学(エ
ンジニアリング)が重要で、原
理・原則(科学的知見)に基づい
た応用的な思考が重要

原点回帰は重要

 

出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 
 

その一方、「DT/CPS を実現するには、工学的表現が必須。日本は従来強い現場に依

存していたため、この部分（工学的表現）が弱い」と現場依存が弱みを招いたとの指摘

は、開発設計における同様の問題点とも符節が合う。 

また「工学の原点回帰は失敗しない取り組みには繋がる」、「グローバルな世界で後続

に追いつかれないために、何を差別化するのかを常に考えて技術開発する必要がある」

などの指摘もみられた。 

総じて工学の原点回帰に関しては、その重要性を肯定する見方が圧倒的多数であった。 

(2)工学の原点回帰を重要とする理由 

工学の原点回帰を重要とする理由をみると（次図）、表現は異なるものの主張の根底

には、デジタル化を進める必要があるからこそ、それ以上に工学の原点回帰が必要にな

るという共通した見方が流れている。 

例えば、「デジタルシフト時代も土台となる考え方や基礎は一緒のため、それをきち

んと理解して事を進めていくことが大切」「エンジニアリング力が弱くなっては、IoT と

の融合による価値も低下する」「IT が高度化しても，ものづくりは無くならないので，
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IT の進化に合わせたものづくりの進化が重要」「デジタルだけで全てを解決できるわけ

ではなく、工学とデジタルのバランスをとることが重要」などである。 

具体例を挙げて回答しているのが、「例えば、ビッグデータから予兆管理、シミュレ

ーション等を行うにあたり、データを選択する時には原点回帰が必須。時間と労力、精

度のためには必須」であるという。結局ものづくりにおけるデジタル化は、その原点に

工学、エンジニアリングがあるということが強調されている。それゆえに「手段として

の工学ではなく、原理・原則での設計ができないと、開発効率は欧米とは戦えない」こ

とになる。 

図表 59 工学の原点回帰を重要とする理由 

重要とする理由

手段としての工学ではなく、原理
原則での設計ができないと、開発
効率は欧米とは戦えない

例えば、ビッグデータから予
兆管理、シミュレーション等を
行うにあたりデーターを選択
する時には原点回帰が必須。
時間と労力、精度のためには
必須

原理原則の科学的アプローチは、
これまでに無い新機軸の製品を生
み出すが、継続的なビジネスとして
成立するかの分析や大胆な投資判
断が必要

デジタルシフト時代も土台となる考え
方や基礎は一緒のため、それをきちん
と理解して事を進めていくことが大切

ITが高度化しても，ものづくりは無くな
らないので，ITの進化に合わせたもの
づくりの進化が重要

エンジニアリング力が弱くなっては、Ｉｏ
Ｔとの融合による価値も低下する

デジタルだけで全てを解決できるわけ
ではなく、工学とデジタルのバランスを
とることが重要

 

出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 
 

 (3)重要だが付帯条件ありとその他の回答 

上記の分類とは少々異なる視点からの回答も見られた。一つは工学の原点回帰は「重

要だが付帯条件」を付した回答（次図左側）。もう一つは「5 ゲンと産学官役割分担の問

題」を論じた回答（次図右側）である。 

「重要だが付帯条件」では「（原点回帰）はそれを補充するｼｽﾃﾑ（あるﾂｰﾙ）での見え

る化」が必要であるとして「利便性向上が発展すれば、単に使用者になってしまう事へ

の危機感は有る」という。 
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また、「５ゲンと産学官役割分担の問題」については、「従来の三現は民間、二原は官

学の仕事という分担が悪いわけでなく、バランスが崩れていることが問題」「定期的な会

合、人的交流や資金提供などバランスよく双方成長する仕組みがあればよい」とバラン

スの重要性を指摘している。 

 

図表 60 重要だが付帯条件あり(左) ５ゲンと産学官役割分担の問題(右) 

重要だが付帯条件あり

原点回帰の部
分も大いにあり
得るが、

それを補充するｼｽﾃﾑ（ある
ﾂｰﾙ）での見える化、利便性
向上が発展すれば、単に使
用者になってしまう事への危
機感は有る

その他：５ゲンと産学官役割分担

の問題

従来の三現は民
間、二原は官学
の仕事という分担
が悪いわけでなく、
バランスが崩れて
いることが問題

定期的な会合、
人的交流や資
金提供などバ
ランスよく双方
成長する仕組
みがあればよ
い

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 
 
 

3-3. IoT・AI 時代に目指すべき方向 

本節では,IoT・AI 時代に目指すべき方向について検討する。本専門部会で実施し

たブレーンストーミングなどの議論とそこで浮上した論点をベースに実施した「12 月

アンケート」の結果の分析を中心に、「世界のトレンドと日本」「先進技術の使いこな

し」「使えるデジタルツール」「ハードウェア＋アルファ」「デジタルアプローチと直観

力」の各テーマに沿って検討を進める。 

3-3-1. 世界のトレンドと日本 

「12 月アンケート」において実施した「ものづくり世界のトレンド」に関する設

問において、設問外となる「その他」の意見を徴したところ、以下(次図参照)のよう

な観点からの指摘がみられた。 
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図表 61 ものづくり世界のトレンドに関する「その他」の意見 

その他の意見

戦略的発想

戦略的発想（全体像の中で、どの

部分が自社の領域かを論理的に

見出す）も重要

システム・アプローチ

システム・アプローチ（手法ではなく、

捉え方、哲学）が重要。RRI国際シ

ンポジウムでWEFの日本への指摘

事項の最重要テーマ

専門化・高度化と一般社会との乖離と人材育成

専門化と高度化が一般社会構造レベルと乖離を

大きくし、その間を埋める技術者の不足が問題を

大きくしている。乖離を小さくすれば問題は縮小

するはず、技術者の育成か一般社会構造レベル

の底上げが必要ではないか？

現場によるイノベーション

現場を知って、現場でしか発生し

ないイノベーションや製品が存在

する

開発者に求められる成功への道

ＩｏＴ、ＡＩに詳しい開発者がどれだけ現

場を知り、新しいビジネスを構築して

いく強い意志をもっているかが成功へ

の道

日本の目指すべき経営の姿

日本的な失敗しない経営が、現場力や製品開発力に影響を与

えていることは事実。堅実な経営と大胆な判断をする経営のバ

ランスが今後の日本の目指すべき姿に

 

出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

イノベーションの中には「現場発のイノベーションがある」という指摘や「IoT や AI
に詳しい開発者であっても、現場を知るなどの強い意志をもつ」ことが成功への道だと

する指摘である。この 2 つはいずれも、IoT・AI の新時代においても、依然として現場

の重要性が変わらないことを強調している。また、「日本的な失敗しない経営」が、現場

力や製品開発力に影響を与えている」という指摘もある。これも別の観点から現場に敷

衍している。 

このほか自社の領域を論理的に見出す「戦略的発想」の重要性を指摘した意見、「シ

ステムアプローチ」を手法と捉えるのではなく「捉え方・哲学」とみることが重要との

指摘も見られた。 

また技術が専門化・高度化する中で「一般社会の理解の底上げ」が重要になってきて

おり、その溝を埋める役割を果たせる「技術者の不足」が問題を拡大しているという指

摘がある。これは、社会と技術の橋渡しの重要性を強調している。 

総じて、日本が目指すべき方向として、現場の重要性、戦略的発想、システムアプロ

ーチ、一般社会との溝を埋められる技術者の必要性などが挙げられている。 

 
3-3-2. 先進技術の使いこなし 

本専門部会での議論において、AI などの「先進技術が使いこなせることも強みにな

る」という指摘がみられた。「使いこなし」というキーワードに焦点が当たっている。「12
月アンケート」ではこの指摘を取り上げて設問した。13 人から回答が得られ、内容別に

分類・整理したところ、次図のような結果が得られた。 
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回答としては大きく三つに分類された。「強みになる」(11 人)、「使いこなせないと逆

に弱みに」(1 人)、「使いこなすことは最低限必要・重要」（3 人）。この 3 つの回答は、

程度にこそ差はあれ、本質的にはすべて「強みになる」ことに賛意・同意を示している。

それぞれの回答の根底には、肯定的なスタンスがみられる。但し、同じ肯定でもニュア

ンスに大分差があると思われる回答については、以下のように括りだすことにした。そ

の結果、3 つの分類ができた。 

まず「強みになる」である。「先進技術を使いこなせることは、製造現場の強みにな

ることは間違いない」、「先端技術をいち早く使いこなせる事は重要」と判断の中心のと

ころでは肯定している。それでも何人かはしっかりと付帯条件を述べている。「しっかり

とした理屈に裏付けられた使いこなし」であること、「匠と先進技術の融合を進めていく」

こと、「狙いを定めたら，挑んでみる姿勢」が重要であり、そうした姿勢が強みになるこ

となどである。 

ただ単に先進技術を導入すればいいということではなく「先進技術でどのような価値

を創造するのかの視点」が重要であるとの指摘もある。一方で「全ての労働者が先端技

術を使いこなせることは、不可能」との指摘もみられた。また「強み」になるにしても

「匠の技を機械化・自動化を推進することで、生産効率の向上や若手技能者の育成に生

かせる」ことが強みになるとの指摘もあった。 

図表 62 「先進技術が使いこなせることも強みになる」という回答 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

但し、全ての労働者

が先端技術を使いこ

なせることは、不可

能

過去と比較して技術

の進歩が格段に速く

なっている

設計も現場も匠世代の

退職が進んでいる中、技

能継承が遅れがち。そ

の中、併行しながら匠と

先進技術の融合を進め

ていかなければならな

い！

IOT・AIへの人材「内製

化」はほぼ不可！

先進技術は道具であり，

道具は使い様

外部から人材、ｼｽﾃﾑ取

り込み争奪戦となってくる

のでは

余力あるところは

内製化・人材育成

へ投資

退職者の雇用延命を踏まえると、形

式知化に技能は尊重され続け、上

記融合への加速も可能か

差別化技術：●活用できる先進技術

（先進のツール）を探してくる、

●ツールが使えるように、自社のビジ

ネスプロセスを変革する、

●複数のツールを組み合わせて、組

合せによる効果を出す、といった技術

先進技術でどのような価値を創

造するのかの視点が重要！

強みになる 先端技術をいち早く使いこ

なせる事は重要

賛

同

強みにな

る

道具を使って何をするかに眼目があ

り，狙いを定めたら，挑んでみる姿勢

が強みに

自動化技術へのAI適用は、

現実面の強み

分析と判断の高速化の面で強み

先進技術を使いこなせること

は、製造現場の強みになるこ

とは間違いない

しっかりとした理屈に裏付

けられた使いこなしであれ

ば、それは十分に強みに

なりうる

強みの一つ

強みになる

これまで通り先端技術を

いかに早く取り込み、使い

こなすことも強み

先端技術の一翼を担う匠の技を機

械化・自動化を推進することで、生

産効率の向上や若手技能者の育

成に生かせるなど大きな強みになり

うる

－150－ －151－



151 
 

2 つ目は「使いこなせないと逆に弱みに」なるとの指摘（次図の左側）である。強み

どころか弱みになるとの主張である。理由は「先進技術がオープンソースとして誰でも

使えるようになってきているから」だという。 

今の技術トレンドをみると、その 1 つには明らかに「クローズド」から「オープン」

へという流れがあるように見える。この回答者はそうした流れを敏感に受け止めており、

「使いこなす」ことの重要性を強調した回答となっている。 

3 つ目は「「使いこなすことは最低限必要・重要」という回答（次図の右側）である。

その理由をみると「従来の製品やシステムの知識と新技術を使いこなす技術の両面が重

要」であること、また「先端技術を使いこなすことでスピードアップを図り、（手間暇が

かかり非効率であった）摺合せ力の弱点をカバーできる」ことが指摘されている。「一歩

先に進むには先進技術を使いこなせること」が重要であるという。 

そうした先進技術として、ここでは「IOT、AI やブロックチェーン」のほかに「ファ

シリテーション、デザイン思考」などの手法が挙げられている。 

図表 63 「使いこなせないと逆に弱み」と「使いこなすことは最低限必要」 

使いこなせないと逆に弱みに

「使いこなせないと
弱みになる

先進技術がオープンソースとして
誰でも使えるようになってきている
から

IOT,AIやブロックチェーンなどの先進
技術は、活用して製品やサービス、
更に新しいビジネスに仕上げるため
のツール

ツールが高度化している

現場の摺合せ力の弱
点は、手間暇がかか
ることであり非効率

使いこなすことは最低限必要・重要

従来の製品やシステムの
知識と新技術を使いこな
す技術の両面が重要

先端技術を使いこなすことで
スピードアップを図り、摺合
せ力の弱点をカバーできる

ファシリテーション、デザイン
シンキングなどの手法も含め
重要

一歩先を進む為には先進
技術を使いこなせることも
必要

但しその先進技術が将来に
とって有効かどうかを見抜く力
も重要

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 
競争上の差別化技術として、1 つ目の「強みになる」のところでは、「活用できる先進

技術（先進のツール）を探してくる、ツールが使えるように、自社のビジネスプロセス

を変革する、複数のツールを組み合わせて、組合せによる効果を出すといった技術」を

挙げている回答がみられたが、3 つ目のところでは「その先進技術が将来にとって有効

かどうかを見抜く力」があげられている。目利きの重要性が問われている。 
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3-3-3. 使えるデジタルツール 

本専門部会での議論が「デジタルツール」に及んだ時に、ある委員から「機械系が使

えるツール」であることの重要性が指摘された。 

そこで、このイメージをさらに深堀するために「12 月アンケート」で設問に入れる

ことになった。 

回答を分類したところ、4 つに括ることができた。まず「プログラミングレスなツー

ル、直感的に利用可、使いやすい、使えるツール」、次が「多品種変量生産を支えるツー

ル」、3 つ目が「可視化、シミュレーション、モデリング、3D プリンティング、センシ

ング」、4 つは「環境改善ツール、構造計算、異分野の経験値、購買系ツール」である。 

このうち、1 つ目と 3 つ目は特にデジタルツールとの親和性が高い。2 つ目と 4 つ目

はデジタルと直接には結びつかないものの、デジタル化されれば生産性や効率、利便性

が高まることが推察可能なツールである。 

3-3-3-1. 使いやすさの観点 

「機械系が使えるツール」としての例示として、「プログラミングレスなツール」や

「直感的に利用可」、「使いやすいツール」、「使えるツール」などが挙げられている。具

体的にみると「特殊な言語を使用しない」、「バリューチェーン全体において各担当者が

(開発⇒設計⇒製造(調達を含む))と其々で使用可能なツール」と説明されている。 

「使える」「使えない」ではなく、「使いやすい」「使いにくい」という「ユーザイン

ターフェースに依存する」という指摘もある。これは「機械系が使えるツール」という

考え方が、今後の技術進歩に負う面があることを指摘していると考えられる。同様に将

来的な観点に立てば「ウェアラブルなどデジタル機器がデジタルと意識せずに利用でき

る状況」が望まれる。先進技術が「このような状態になるのは，技術が成熟しているこ

とを意味」するので、「機械系の人材も最低限のプログラミングが出来ることが望ましい」

という。この議論は個人としてΠ型人材をめざすべきという論調に相通じるものがある。 
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図表 64 利用しやすいツールであること（その 1） 

プログラミングレスなツール、直感的に利用可、使いやすい、

使えるツール
・ただ先進技術がこのよう
な状態になるのは，技術
が成熟していることを意味
するので，機械系の人材
も最低限のプログラミング
が出来ることが望ましい

・現状ではスマホ（マニュアル
不要。指で操作する。）
・将来的には、ウェアラブルな
どデジタル機器を意識せず利
用できる状況

GUIが多く，プログラミング
レスなツール

直感的に利用でき
るITツール

・特殊な言語を使用せず、
・バリューチェーン全体において
・各担当者が

(開発⇒設計⇒製造(調達を含む)⇒AS)
・使用可能なツール

イメージがわかない

・「使える」「使えない」ではなく、
・「使いやすい」「使いにくい」という
ユーザインターフェースに依存す
る

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 
3-3-3-2. 利活用目的の観点 

「機械系が使えるツール」としての例示のうち、設計・生産の現場におけるデジタル

化との関連が密接な回答が次図である。 

「物理現象を可視化するツール」や「シミュレーションツール」のほかに「3D CAD
などのモデリングツール」「CAE(FEA や CFD など)によるシミュレーションツール」「3D
プリンティング技術」「各計測（センシング）技術」などが挙げられている。なお、日本

では 3 次元測定器の普及が欧米の 1/3 もないのではという指摘186がある。また、「機械系

の人が拒否するブラックボックスをどう可視化して理解させるかのツール」といった指

摘もみられた。 

                                                  
186 DMG 森精機森雅彦社長の記事「工作機械 5 軸化世界の潮流」日刊工業 H30.1.29 から 
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図表 65 利用しやすいツールであること（その 2） 

可視化、シミュレーション、モデリング、３D

プリンティング、センシング

・物理現象を可視化する
ツール
・シミュレーションツール

機械系の人が拒否する
ブラックボックスをどう可
視化して理解させるかの
ツール

・3D CADなどのモデリング
ツール
・CAE(FEAやCFDなど)によるシ
ミュレーションツール
・3Dプリンティング技術
・各計測（センシング）技術等

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 

3-3-3-3. その他の観点 

下図のうち、左図は機械系の「生産技術者が使えるツール」とは、「多品種変量生産

を支えるツール」という解釈を示している。右図は「劣悪環境を改善するツール」や「内

製化できるツール」、「購買系」が使えるという意味で、「納期・価格最適検索ツール」な

どが該当するとしている。 

図表 66 多品種変量生産(左)   様々な用途に便利なツール(右) 

環境改善ツール、構造計算、異分野の経験値、

購買系ツール

・ものづくり現場での劣悪環境を

改善するツール

・構造計算、異分野技術の経験値

・外部委託の部分を内製化でき

る技術系ツール

・購買系が使用で

きる納期・価格最

適検索ツール

多品種変量生産を支える

ツール

多品種変量生産を支えるツール

・日本の製造業を強くする

という意味では、

・生産技術者が使えるツール

が良い

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

3-3-4. ハードウェア+アルファ 

本専門部会での議論において、「デジタルアプローチ」に関連して、次のような議論

が行われた。～顧客の真のニーズが読めない。我々も顧客もともに IoT.AI を使って賢く

なる。誰もが同じものをつくれる世の中になったとき、どのように差別化して競争力を

つけていくのか、という議論である。 
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専門部会における議論では、差別化に関する方向として、「ハードウェア+アルファ」

を実現すればよいという見方が提示された。具体的には「顧客と共創」して「価値を発

掘」するなどの意見がみられた。 

そこで、「12 月アンケート」においても、この「＋アルファ」にはどのようなものが

考えられるか調査することにした。 

3-3-4-1. 「+アルファ」の例 

「ハードウェア+アルファ」の「+アルファ」の例として挙げられた回答をまとめたも

のが次図である。 
ユーザー体験（UX）のほか、「潜在化しているニーズの先取り」、また技術面から「省

人化保管技術（ツール）」、「高齢化に伴うものづくり強化技術」、ダイバーシティに伴う

「職場改善ツール」などが挙げられている。 

図表 67 「ハードウェア+アルファ」の「+アルファ」の例 

「ハードウェア+アルファ」の+アルファの例として
・ハードを使って楽しむ

・貴重な経験をする

・それらを他者と共有する

ことが，価値だ

・人手不足に対する省

人化補完技術（ﾂｰﾙ）、

・高齢化に伴うものづく

り強化技術、

・女性・外国人採用増加

に伴う職場改善ﾂｰﾙ

生産技術や

レシピ等

UX
(User Experience)

潜在化して

いるニーズ

の先取り

出

所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 

3-3-4-2. パーソナライズ化・サービス化 

「ハードウェア+アルファ」の例として特にパーソナライズ化・サービス化に力点の

ある回答を抽出する。次図の通り、「パーソナライズしたハードウェア」、「ハードウェア

＋パーソナライズされたサービス」、「陳腐化しないような継続的なサービス」などが挙

げられている。 

そこにはアイデア力とか顧客目線のハードウェアといった「メーカー目線」からの脱

却が強調されている。顧客ニーズに如何にマッチさせるかが重要な課題になる。 
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図表 68 パーソナライズ化・サービス化に力点（+アルファの例として） 

アルファは個々の顧客

視点。情報のパーソナ

ライズ化が必要

ただし、高い技術力で

特殊なハードでなく、

・ありふれた部品の組

合せだが、アイデア力

で顧客のニーズにマッ

チするハード

・メーカ目線のハードで

顧客が購入した製品が老

朽化しても、顧客が得られ

る付加価値が

「ハードウェア+アルファ」の+アルファの例とし

て；とくにパーソナライズ化・サービス化に力点

顧客の真のニーズを掴み

パーソナライズしたもの（ハー

ド）を提供

「ハードウェア＋パーソナライ

ズされたサービス」で勝負

製品購入時と比較して価値が変

わらない、減らない、陳腐化しない

ような継続的なサービス

サービス、ソフト、アプリケーション、

デザイン等

無形物としてのサービスや利便性・信頼性・安全性・社会

性（環境配慮等）

 

出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 
 

3-3-4-3. 付加価値と共創 

ここでは「ハードウェア+アルファ」の例として、特に付加価値、共創に力点が置か

れている回答を集めた。 
代表的な回答に「サービスを含めた商品形態の変化、商品のリユースやリサイクルも

含む」形での「顧客との共創、サプライチェーンとの共創」がある。そうした共創など

のメリットとして「顧客との共創や部門間、コンサル、異業種連携などにより、見えな

いところがみえてくる可能性がある」が挙げられている。 

また「近い将来、AI・IoT を活用して、単に良いモノ・コトを提供するだけでは生き

残れない時代が到達し、さらなるプラスアルファが求められる」という見方もみられた。 

図表 69 付加価値、共創に力点（+アルファの例として） 

付加価値の創造

+αは明確に解

はない

「ハードウェア+アルファ」の+アルファの例とし

て；とくに付加価値、共創に力点

技術革新によってさらに機能を追究し、

価値拡大を図る必要がある

顧客との共創、サプライチェーンとの

共創、サービスを含めた商品形態の

変化、商品のリユースやリサイクルも

含む

,顧客との共創や部門

間,コンサル,異業種連

携などにより,見えない

ところがみえてくる可能

性がある

具体的には不明

近い将来、AI/IoTを活

用して単に良いモノ・箏

を提供するだけでは生

き残れない時代が到達

し、さらなるプラスアル

ファが求められるという

予測はその通り

 

出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 
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3-3-4-4.「顧客の真のニーズ」 

本専門部会の議論で出された「顧客の真のニーズ」が読めないということについて調

査した。 

調査結果をみると、次図のとおり、二つの大きな問題点が指摘されている。 

1 つは「顧客自身も真の課題が何か気づいていない」可能性があること。もう 1 つは

我々サイドの問題である。「価値を顧客が運用でどうするのかの理解が必要」。したがっ

てそのなかで、「IoT，ビックデータによる新しいサービスやビジネス」によって「顧客

に感動を与えるサービスを見つけていく」ことが求められるという。 

 

図表 70 「顧客の真のニーズ」把握の可能性 

「顧客の真のニーズ」が読めないということに

ついて

価値を顧客が運用でど

うするのかの理解が必

要
顧客のニーズが読めないのは、

顧客自身も課題が判っていない

から

そのなかで、顧客に感動を与えるサー

ビスを見つけていくのが、ＩｏＴ，ビック

データによる新しいサービスやビジネス

顧客、さらにその先の顧客まで意識

して、

・何が顧客価値なのかを見定め（顧

客と共創）、

・それに必要な技術をプラットフォー

ムを介してオープンイノベーションで

集めるなど

 

出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 
 

3-3-5. デジタルアプローチと直観力 

本専門部会での議論において、「デジタルアプローチ」とともに「直観力」も重要だ

との指摘があった。ここで議論された「直観力」とは、例えば、仮説検証に際し、問題

を設定したり、問題を抽出したり、問題を作り出したりする能力と関わる直観力である。

さらに「最も重要な仮説を見抜く力」としての直観力の重要性も指摘されている。 

「12 月アンケート」ではこう言った議論に関するコメントのほかに、さらに付加え

るべきキーワードや意見を徴することにした。 
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回答結果をみると、次の 5 つに分けられる。「基礎となる思考力としての全体俯瞰力、

見ぬく力、多視点、相反する視点」、「基礎となる最新の思考方法、デザイン思考、想像

力」、「論理的思考力、なぜなぜ分析力」、「その分野の知見や過去の事例と現場力」、「形

式知化スキル、説得力」である。以下順に検討する。 

3-3-5-1. 基礎となる能力 

まず、基礎となる能力として「全体俯瞰力、見ぬく力、多視点、相反する視点」を持

った思考力を指摘する回答がみられた。 

ここでは「本質を問う、見抜く力」や「全体俯瞰力」、「相反する視点」の 3 つが特徴

として抽出できる。1 つ目は「専門家のバイアスをはずして、多視点で機能面と物理面

をみることができるようなシステム指向の力」が強調される。残りの 2 つは、全体を俯

瞰しつつ、「全体⇔局所、具体化⇔抽象化、マクロとミクロ、デジタルとアナログ」とい

った相対立する 2 つの視点を具備することの重要性が指摘されている。 

図表 71 基礎となる思考力；全体俯瞰力、見ぬく力、多視点、相反する視点 

・全体⇔局所、

・具体化⇔抽象化
など

・マクロとミクロ
・デジタルとアナログなど

基礎となる思考力；全体俯瞰力、見ぬく力、

多視点、相反する視点

相反する視点・,本質を問い、見抜く力
＝教養力
・全体俯瞰力

相反する2つを
使い分ける能力
センス、バランス感
覚

・専門家のバイアスをはずして、
・多視点で
・機能と物理を見られるシステム指向の力

 

出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 
 

3-3-5-2. 思考力と思考方法 

基礎となる思考力としては前節の全体俯瞰力などのほかに、以下の図にみるとおり、

「デザイン思考」といった最新の思考方法や「想像力」、「論理的思考力」、「なぜなぜ分

析力」が挙げられている。「生産現場ではセンサーや分析力が必要」との指摘もみられる。 
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図表 72 思考力；デザイン思考、想像力と論理的思考力、なぜなぜ分析力 

基礎となる最新の思考方法、デザインシ

ンキング、想像力

重要なのは「想像力」
・デザインシンキング
・デザイン志向
・リベラルアーツ

論理的思考力、なぜなぜ分析、分析力

生産現場では、センサ
や分析力が必要

これらの能力の根本にある
「論理思考力」が重要

分析力
自然となぜなぜ分析が出来る
ようなイメージ

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 
3-3-5-3. 現場の事例と知見 

以上に挙げた回答以外には「その分野の知見や過去の事例と現場力」(下図左図)や「形

式知化スキル、説得力」を指摘する回答 (下図右図) がみられる。 

前者は「現場力」を重視する観点からの意見である、「直感力とはいうものの、「課題

設定やある程度解を見抜く力は、やはりその分野の知見や過去の事例を知っているかに

よるところが大きい」という。直感は現場で磨かれるという意見である。 

右図は「直感は暗黙知」であることから、「説得力」を持つには「形式知化するスキ

ル」が必要と説く。 

図表 73 課題設定や解を見抜く直観力、形式知化スキルと説得力 

その分野の知見や過去の事例と現場力

そのための「現
場力」は大切
にしていきたい

直感力とはいうのものの、
・課題設定やある程度解を
見抜く力は、
・やはりその分野の知見や
過去の事例を知っているか
によるところが大きい

形式知化スキル、説得力

直感は暗黙知

形式知化するスキル

説得力

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 

3-4. まとめ：日本の機械工業としての対応（メンバー意見） 

本章では、製造業を取り巻くパラダイムシフトにどう対応していくべきかについて検

討した。検討のベースは、専門部会(全 5 回)における議論や委員に対するアンケート調

査(全 2 回)結果である。 
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3-4-1. IoT・AI 時代のものづくり 

「IoT・AI 時代のものづくり」このテーマに関するメンバーの関心は、新次元の製造

業と人の役割、デジタル化関連技術の最新動向などにある。それぞれの関心の対象が幅

広いことが特徴である。 

3-4-2. IoT・AI 時代を迎える日本の現状と課題 

ここでは、日本の現状と課題として、生産現場と開発設計現場の二つを取り上げた。 

【生産現場の現状と課題に関するメンバーの認識】 

「日本が強いとされる生産現場は、これからも日本の強みになりえるか、そのための

条件は何か」という問に対し、メンバーの回答は次の 3 つに分かれた。 

1 つ目は「強みになる／重視される」と「強みとするための条件」に焦点を当てた回

答、2 つ目は「強みは減少する／薄れてきた／強みとならない」、3 つ目は「優位性は失

われている」である。 

1 つ目は、「強みになる／重視される」とその条件。総じて日本の現場の強みは「勤勉

性」と「改善志向」、「摺合せ」にある。その背景には、「もっと喜んでもらおう」といっ

た現場の「想い」や、仕事に対する「誇り」と「喜び」がある。また、「摺合せ」はデジ

タル化にも不可欠との指摘が見られた。これらの背景要因が、デジタル化が進む中で廃

れないとすれば、欧米にはない強みとして競争力になる可能性が期待できる。同時に回

答の多くが指摘するデジタル化との融合をどう実現 していくのかが課題として残る。 

2 つ目は、IoT・AI 時代になると日本の現場力の強みは失われていく。その理由につ

いて、現場力の象徴である「匠」と「摺合せ」が注目される。「匠という言葉は“優れた

もの”という意味と“暗黙値”の 2 面性がある。後者はブラックボックス化や判断力の

欠落に繋がる」という。同様に「生産現場の強みが『摺合せ』技術にあるとすれば，そ

の強みはデジタル化の進展に伴い，薄れていく」という。 

3 つ目は、「もうすでに生産現場の日本の優位性は失われている。」その理由として「質

の良い労働力の供給が断たれているのと、企業に育成をする余裕もなくなっているから」

を挙げている。 

いずれも重い課題である。我々は歴史的岐路に立っている。まさにパラダイムがシフ

トしつつある。 

【開発設計現場の現状と課題に関するメンバーの認識】 

開発・設計現場の現状と問題点に関する認識は以下のとおり。「強い現場に依存して

いたため、設計の深掘り・横展開する力が弱い。」「効率重視の為に分業化が進み、現場

－160－ －161－



161 
 

を知らない設計者、後工程を考えられない設計者、現場からの声を反映できない設計者

が多くなっている。」という。 

そのほか、「設計にも匠と呼ばれるに相応しい人材が存在。若手人材とのｷﾞｬｯﾌﾟを埋

めるには隔たりが大きい。」「常識・経験値不足を補う仕組みが提供されていない。」「全

体を製品としてまとめる力不足」「過去の設計思想を理解せずに設計している」との指摘

がみられる。 

デジタル関連の技術と課題に敷衍した回答には、「理論と同時にシミュレーションに

基づくアプローチを設計プロセスに取入れるべき」や「今後 DT/CPS を使いこなすこと

によって、より高度な設計力を身に付けることができる」「生産技術の自動化の推進とリ

ンクした製品開発力。ソフトウェア開発力の強化が必要」がある。 

3-4-3. IoT・AI 時代に目指すべき方向 

【現場の重要性】 

IoT・AI の新時代においても、依然として現場の重要性が変わらないことを強調する

声がある。例えば「イノベーションの中には現場発のイノベーションがある」や「IoT
や AI に詳しい開発者であっても、現場を知るなどの強い意志をもつことが成功への道

だ」などである。 

【先進技術の使いこなし】 

IoT・AI 時代に目指すべき方向として、「一歩先に進むには AI などの先進技術を使い

こなせることが重要で、強みになる」との立場もメンバーからの共感を得ている。「先進

技術がオープンソースとして誰でも使えるようになってきているから」がその理由であ

る。但し、「しっかりとした理屈に裏付けられた使いこなし」や、「匠と先進技術の融合

を進めていく」、「先進技術でどのような価値を創造するかの視点が重要」との指摘もあ

る。また「匠の技の機械化・自動化を推進することで、生産効率の向上や若手技能者の

育成に生かせることが強み」との指摘もあった。 

このほか、「従来の製品やシステムの知識と新技術を使いこなす技術」の両面の重要

性や、「先端技術を使いこなすことでスピードアップを図り、（手間暇がかかり非効率で

あった）摺合せ力の弱点をカバーできる」ことが指摘されている。一方で「全ての労働

者が先端技術を使いこなせることは、不可能」との指摘もみられた。 

競争上の差別化技術・能力として、「活用できる先進技術（先進のツール）を探して

くる、ツールが使えるように、自社のビジネスプロセスを変革する、複数のツールを組

み合わせて、組合せによる効果を出すといった技術・能力」、「その先進技術が将来にと

って有効かどうかを見抜く力」があげられている。 
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【ハードウェア＋アルファ】 

IoT・AI 時代を迎えるこれからの機械工業は、従来の多くがそうであったような、ハ

ードウェア売り切り一辺倒の路線からの決別が必要である。それには「ハードウェア+
アルファ」が必要となる。 

プラスアルファの例としては、パーソナライズ化されたハードウェア製品、ハードウ

ェアにパーソナライズ化されたサービス、陳腐化しない継続的サービス、顧客目線のハ

ードウェアなどが挙げられた。そのためには共創による付加価値の創出や顧客の真のニ

ーズの把握などが重要と認識されている。 

 

【デジタルアプローチと直観力、求められる能力】 

これから求められる能力には「デジタルアプローチ」と「直観力」がある。「直観力」

とは例えば、仮説検証の際の問題の設定や問題の抽出など、問題を作り出す能力のこと

である。仮説群から「最も重要な仮説を見抜く力」も直観力として重要と指摘されてい

る。 

関連して基礎となる思考力には、全体俯瞰力や見ぬく力、多視点、相反する視点、デ

ザイン思考などの最新の思考方法、想像力、論理的思考力、なぜなぜ分析力、形式知化

スキル、説得力が重要とされる。 

なお、課題設定やある程度解を見抜く力は、やはりその分野の知見や過去の事例を知

っているかによるところが大きい。このように直感は現場で磨かれるとの指摘もある。 
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第 4 章 IoT・AI 時代の人材像(メンバー意見) 

本章では、「新時代のものづくり人材像とは」について検討する。新時代は IoT・AI
などのデジタル技術をツールとして使いこなす時代になる。ここで取り上げる人材を「も

のづくりデジタル人材」と仮置きした。ものづくりとデジタルの両刀使いという人材像

を描き、そのイメージを Π型人材・Π型チームと呼ぶことにした。メンバー認識調査か

ら、メンバーの見方や意見として企業が抱える現状と課題を検討するとともに、人材育

成など今後の課題も整理している。 

4-1.「ものづくりデジタル人材」 

IoT・AI 時代のものづくり人材をどう捉えるか。また、そうした人材をどう呼ぶべき

か。本事業では日機連の会員企業の特徴を反映して、人材といえば基本的にものづくり

人材が主流である。ところが本事業の目的は、そうした人材が、いかにしてデジタル時

代に適応していくかを問うことである。以下では「IoT・AI 時代の人材像」「Π型(両刀

使いの人材)「ものづくりデジタル人材」に分けて検討することにした。 

4-1-1. IoT・AI 時代の人材像 

4-1-1-1. 識者の人材像 

(1).人工知能時代の人間(=デジタル人材）の役割 

IoT 検定制度委員会メンバー兼メディアスケッチ 代表取締役などを務める伊本貴士

氏の所論(次図と次図の出所参照)によれば，AI 時代になると「職がなくなるのではなく、

作業のやり方が大きく変わる」のだという。 

図表 74 人工知能時代の人間(=デジタル人材）の役割 

 
出所：日経テクノロジーオンライン：知能は人間から職を奪うのか?  第 1 回 人工知能

との賢い付き合方（1）伊本貴士＝メディアスケッチ 代表取締役 兼 コーデセブン 
CTO、サートプロ IoT 技術講師、IoT 検定制度委員会メンバー 2016/07/13 09:0 を

基に NSRI 作成  http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/070800054/071100002/ 
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人工知能の進化により、職種に関係なく人間の行う仕事は「作業」から「マネジメン

ト」へと大きく移行する。マネジメントには大きく 2 つ、一つは「人工知能の結果と、

その他の状況を照らし合わせて適切な判断をするための『シナリオのマネジメント』」、

もう一つは、「人工知能を監督・教育し、より正確な結果を出すように調整する『人工知

能のマネジメント』 の二つ。これこそが、次世代に求められる人工知能時代の「デジタ

ル人材」だという。 

 
(2). デジタル化・ネットワーク化を進めるために必要となる人材 

IoT とデジタルトランスフォーメーション」などの多くの論考を発表している東京大

学大学院工学系研究科 教授 森川博之氏の所論(次図)によれば、IoT を導入・定着させ

ていくためには、従来の日本企業が評価・育成してきた「考える」、「試す」といった人

材にとどまらず、従来当たり前に行われてきたアナログ業務の中から IoT に取り組むべ

き課題の存在に『気付く』ことのできる人材が必要になる。また、デジタル化の利点や

必要性を顧客などに『伝える』ことのできる人材も必要となる。こうした人材は従来社

内的に「認識されにくかった」人材だという。 

図表 75 デジタル化・ネットワーク化には「気づく」「伝える」人材も 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：日経 BIZGATE IoT への取り組みを成功に導く 3 つのカギ  
東京大学大学院工学系研究科 教授 森川博之氏 2017/05/08 を基に NSRI 作成 

http://bizgate.nikkei.co.jp/article/133823714_3.html   
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IoT時代のハードル

顧客や社会の

ハードル

インベンショ

ン (発明）

イノベーション

(事業革新）

ネットワーキング

事業の継続・発展／持続的成長への途

従来、認識されにく

かった人材⇒

従来、認識され

にくかった人材

⇒

デジタル化・ネットワーク化へ

の第一歩

『谷』の

存在
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4-1-1-2. TAKUMI4.0(日機連の先行事業から) 

TAKUMI4.0 については平成 28 年度ものづくり白書において次のコラムのように紹

介されている。 

コラム 14 TAKUMI4.0 を目指そう！ 

TAKUMI4.0 とは、（一社）日本機械工業連合会（日機連）が提案している第四次産業革
命を乗り切るための考え方である。 

TAKUMI 1.0 は開国前後の高度な職人技、分業、世襲制による「欧米生産技術導入・代
替期」、同 2.0 は終戦までのキャッチアップによる「導入技術の消化・定着期」、同 3.0 は戦
後から復興、成長、成熟に至る「国産技術改良期」、そして同 4.0 は今後の「デジタル・ネッ
トワーク技術を活用した CPS（サイバー･フィジカル･システム）、DT（デジタルツイン）手
法の製造業への利活用期、仮想現実融合期」であり、最新技術を駆使して普遍化、標準化を
進め、水平分業によりものづくりを深化させることを指している。 

2015 年度から 3 年間、日機連では、専門部会を設置して「世界の製造業のパラダイムシ
フトへの対応調査研究」という調査研究事業に取り組んできた。 

本事業の背景にはリーマンショック以降、製造業の重要性についての見直す動きが主要諸
国で強まり、ドイツのインダストリー4.0 や米国のインダストリアル・インターネットなど、
技術革新を踏まえた新戦略が明らかになってきたことなどが挙げられる。これらはコンピュ
ータ関連科学技術の驚異的発展などを製造業に応用するという戦略でもあり、その象徴が
CPS の概念とも言える。 

日本の製造業にとって大事なこと、それは日本の強みとされる現場力であろう。現場に
CPS を導入するとどうなるか。 

現状、現場を改善しようとするとデータ収集に手間暇がかかる。ところが機械や部品など
にセンサーやタグをつけ、ネット経由でサイバー空間（クラウドなど） につなぐとデジタル
データをリアルタイムで大量に収集できる（IoT、ビッグデータ）。 

人工知能などの最新コンピュータ科学技術を活用すれば、仮想モデル（DT）上で様々な
シミュレーションができる。 

このような CPS により従来の開発業務にみられたような試作・評価・試作といった繰返
しの手間を省くことができる。 

即座に量産に入ることができる。不慣れな人も作業に加われる。装置の故障も予知できる。
現実・仮想・現実という CPS によるアプローチ、その推進役が TAKUMI4.0 である。 

TAKUMI4.0 の考え方を用いることで、様々な現場において課題を発見し、デジタル化・
ネットワーク化技術を援用して「匠」に解決することができる。「匠の技」の見える化を進め、
「達人」や「匠」といった勘や経験の世界から脱却できる。 

「匠の技」の意図的な深化、強化を可能にする。人が身体を使って実現できる技術の限界
を突破できる。 

あるべき姿を求め続ける力。これが「新しい現場力」を支え、日本のこれからの強みとな
る。設計、生産技術、製造、検査、メンテナンスなど、ものづくりの様々な場面で TAKUMI4.0 
の考え方の活用が期待される。 

出所：平成 28 年度ものづくり白書 

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2017/honbun_pdf/pdf/honbun01_01_03.pdf 

 

TAKUMI4.0 は、ものづくりの現場力をデジタル化し、CPS（Cyber Physical System）、 
DT（Digital  Twin）を構築し、推進する役割を負う。また、デジタル化、ネットワー
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ク化を駆使して絶えずあるべき姿(ありたい姿)を目指しつつ、普遍化、標準化を進める。

さらに、水平分業を推進してものづくりを深化させる。ひいてはものづくり技術の属人

的傾向からの脱却を目指すことが可能になる。 
TAKUMI4.0 につながる新しいヒトの役割を整理し、4 つの役割にまとめた図表が次

図である。 
第 1 に、データハンドリングとシミュレーション。AI・シミュレーション結果の活用

することができ、アウトプットを観て、評価、判断、次の行動に必要な情報の抽出、組

織合意形成を行う。次に、収集蓄積したデータから適切な解析手法等を選択する方向性

をデザインすることができる。 

第 2 に、既知の分野と未知の分野への対応。既知分野に関してこれをモデリングする

力を有する。また、モデリング不適部分の見極めと 技術技能継承の継続判断などの対策

を立案することができる。また、データの収集蓄積から未知分野の発見・探索を構想・

解析・判読・管理する能力がある。 

第 3 に、最新技術分野の活用と他社多組織との連携・協業。AI、VR、AR、MR など

の最新技術の進歩や限界を理解し、使いこなすとともに最新技術情報に通暁し、その導

入、活用を構想・デザインすることができる。さらに、デジタル化・ネットワーク化を

進める中で他社との協業を提案し、実行することができる。 

第 4 に、イノベーションの推進。データ解析能力、モデリング能力、システム実装力、

新しい人工物を創造する力があり、新しい付加価値を生む仕組み(ビジネスモデル）を創

造することができる。 

図表 76 TAKUMI4.0 につながる新しいヒトの役割 

既知分野のモデリング
◆さまざまな領域のモデリング

◆モデリングの適否、対策立案

◆技術技能の継承必要性、対策立案

未知分野の発見・探索
◆未知分野の発見・探索のデザイン

◆データの解析、判読、推理

◆次の行動のための組織合意形成

デジタル化・ネットワーク化の最新技術
◆AI,Big Data,VR,MR,AR，AM,DM、ドローン等

◆最新の技術進歩と限界

◆最新技術に通暁、導入・活用をデザイン

他社他組織との連携・協業
◆デジタル化・ネットワーク化構想の中で

◆他社他組織との連携・協業を構想、提案

◆実現に向けた組織合意形成、実現推進、

プロセスとプロダクト両面のイノベーション
◆新しい人工物・人造物を企画・立案・推進

◆新プロセスの創造・革新

◆新プロダクト・サービスの創造・革新

ビジネスイノベーション
◆顧客が支払いたくなる仕掛けづくり

◆顧客に寄り添える新しい付加価値の発見

◆顧客に寄り添える製品・サービスの創造
Mass Custermization,Personalization

シミュレーション・結果の活用
◆アウトプットの評価・判断

◆次の行動に必要な情報の抽出

◆次の行動のための組織合意形成

データハンドリング
◆データの収集・蓄積・管理

◆適切な解析方法選択

◆データ処理の全体観・方向性デザイン

 
出所：日機連「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」平成 28 年度報告書から 

 
4-1-1-3. これから必要になる人材 

事前アンケートにおいて「IoT・AI 時代にこれから必要になる人材とは」を設問した

ところ、以下の諸図にみられるような結果が得られた。 

本回答は専門部会での議論が始まる前の段階における各委員の認識を尋ねたもので

ある。この回答結果（次図）から得られるのは二つの大きな考え方がみられるものの、
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共通しているのはサイバー世界のツールを使いこなせることの必要性が認識されている

という点である。 

一つ目は「ものづくりとサイバー世界のツールの『両刀使い』187となれる人材（＝Π

型人材）」を挙げた人が全体の過半に達したことである。もう一つは「サイバー系企業に

ツールを使いこなすためのシステムづくりを正確にアウトソーシングできる人」である。

この回答も半数近い人が回答している。 

本設問に関して、一つ目の「両刀使い」となれる人材（Π型人材）のイメージを尋ね

たところ（次々図）、最多の回答は「デジタル化・ネットワーク化を推進できる人

（TAKUMI4.0）188」を選択した人で全体の半数に及んだ。次いで 3 人に一人の割合で

「サイバー世界のツールを自らうまく使いこなせる人」、三番目が「サイバー世界のツー

ルを使いこなすためのシステムを自ら構築できる人」で 5 人に一人の割合であった。 

同様にもう一つの「サイバー系企業にツールを使いこなすためのシステムづくりを正

確にアウトソーシングできる人」の具体的イメージを尋ねたところ（次の三つ目の図）、

「サイバー世界のツールやツールを使いこなすためのシステムのアウトライン・全体像

を描ける人」という回答が最も多く、全体の 2/3 を占めた。次いで「サイバー系の専門

家にものづくりで必要としていることを翻案して、橋渡しできる人」が選ばれており、

残りの 1/3 を占めた。 

図表 77 IoT・AI 時代にこれから必要になる人材(n=18,MA) 

 

 

出所：平成 29 年度「事前アンケート」から NSRI 作成 

                                                  
187 本報告書ではこの「両刀使い」を「Π型人材」と呼ぶ。なお、ドイツの acatech の報告書（The Future 

of Work in the Digital Transformation H.Kagermann 他監修）には「ハイブリッドスキルに対する
需要が増大する」との表現がみられる。 

188 「デジタル化・ネットワーク化を推進できる人（TAKUMI4.0）については日本機械工業連合会の調査

研究報告「平成 28 年度 世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」を参照。
http://www.jmf.or.jp/houkokusho/1505/3.html  

その他の回答 
 もの作りの知見と IoT、

AI の知見の両方を持っ
たエンジニア 

 全体俯瞰、システム思
考、デザイン思考、異文
化理解力 

図表78参照図表79参照 
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図表 78 Π型人材のイメージ(n=18、SA) 

 

出所：平成 29 年度「事前アンケート」から NSRI 作成 

 

図表 79 正確なアウトソーシングができる人材(n=18、SA) 

 

出所：平成 29 年度「事前アンケート」から NSRI 作成 

 

4-1-1-4. デジタル化・ネットワーク化と人材面の課題 

企業におけるデジタル化・ネットワーク化の課題(図中では「障碍」)を尋ねたところ、

IoT 化や AI の導入・活用にむけての障碍として次図のような指摘がみられた。最も多い

指摘は「全体像が描ける人がいない」（14 人）である。これは 18 人中の大半が指摘して

いる共通性の高い問題である。次いで「経営層の理解が十分とはいえない」（7 人）であ

る。全体像を描ける人材の不在という点が事前の回答において最も強く意識されている

問題であるといえる。 
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その克服法を尋ねたところ（次々図）、「経営トップが決断を下して全社に号令をかけ

る」(9 人)と「専門の部署を新設して管掌する」（9 人）の二つが最も多く、次いで「外

部の専門家に相談する」(7 人) 

図表 80 デジタル化・ネットワーク化に向けた障碍(n=18、MA) 

 
出所：平成 29 年度「事前アンケート」から NSRI 作成 

 

図表 81 デジタル化・ネットワーク化にむけた障碍の克服法(n=18、MA) 

 
出所：平成 29 年度「事前アンケート」から NSRI 作成 

 

4-1-2. Π型(両刀使い)の人材 

これまで見てきたように、「IoT・AI 時代にこれから必要になる人材」のイメージと

しては、「ものづくりとサイバー世界のツールの『両刀使い』となれる人材（＝Π型人材）」

を挙げた人が最も多いという結果になった。 
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ここでは、こうしたイメージを議論した中に、「個人が Π型人材を目指すのはハード

ルが高い」、「そうした人材の育成は大変ではないか」といった議論があった。さらに「必

ずしも個人が Π型人材とならなくてもよいのではないか」、「チームとして Π型になれ

ばよい」といった見方もあった。 

そこで 12 月に実施した記述式アンケートでは、まず、Π型の位置づけを明確にする

ために、I 型、T 型、Π型の違い189(詳細は下記コラム参照)を「ものづくり人材」が「個

人」として先進デジタルツールを使いこなす程度の高さに応じて I 型≦T 型≦Π型とな

ることを示した。そのうえで、「必ずしも一人で使いこなせなくてもチームとして使えれ

ばよい (チームとしての Π型）」に関する各委員の考え方を問うことにした。回答は記

述式である。  
コラム 15 I 型、T 型、Π型の違い 

文部科学省科学技術・学術審議会における、平成 13 年 10 月に人材委員会第一次提言「世

界トップレベルの研究者の養成を目指して」（平成 14 年 7 月）において、これからの研究者

にとっては、自らの専門分野にいたずらに閉じ込もるような蛸壺的な専門性ではなく、周辺

の専門分野や全く異なる専門分野を含む多様なものに関心を有し、既存の専門の枠にとらわ

れないものの見方をしながら自らの研究を行っていく能力が重要としている。 
同提言では、「幅広い広い知識を基盤とした高い専門性」こそが、これからの時代の研究者

に必要とされる「真の専門性」であることから、一つの分野の専門性にのみ秀でた「I 型」

の人材だけでなく、「T 型」や「π型」と呼ばれるような、専門性の深さと幅広い専門性を兼

ね備えた人材を育成していくことが重要であることを指摘している。 

 
出所：文部科学省「平成 14 年度 科学技術の振興に関する年次報告」から NSRI 要約

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbb200301/hpbb200301_2_006.html 
 

ここでは個人が Π型を目指すのか、或いは、チームとして Π型を目指すのかという

点に焦点を当てる。以下では回答結果から、個人とする論拠や見方とチームとする考え

方のそれぞれについてみてゆく。 

                                                  
189 I 型は一つの専門性を有する人材、T 型は一つの専門性に加えて幅広い知識も具備している人材、Π型
は T 型にもう一つの専門性を具備することができた人材。 
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4-1-2-1. 個人としてのΠ型 

「個人が Π型を目指す」という点に肯定的な記述をした回答をみると、さらに「目

指すべきだ」という強めの肯定論と理想的究極的には「目指すことになる」という二つ

の流れが読み取れる。（次図と次々図） 

図表 82 個人がΠ型を目指すべきという考え方 

デジタルのツー
ルはどんどん使
いやすくなるの
で、一人で使い
こなしやすくなる

I型は結局、匠の
世界になってし
まい深化（進化）
が止まる可能性

チームをうまく運用させる、早
く結果を出す、あるいは進化さ
せるとなると、必ずそれぞれ
の分野を繋ぐ部分が必要とな
るため

Π型により展開
力が増すと同時
に、様々な経験
を経て深化に繋
がる

個人がΠ型を目指す！

できれば個人が強いほうが良
いですが，育成が大変なので，

企画力やアイ
デア力が必
要な上流工
程では、特に
一人で使いこ
なす必要個人で２軸、３軸の知識を

保有することによって、強力
な人財ができイノベーション
が生まれる

Π型にならざ
るを得ない。

Π型にならざるを得ない。

Π型人材の存
在が必須

「ものづくり人材」が「個
人」として先進デジタル
ツールを使いこなすこと
が、最もアドバンテージ
を持ち理想

 

出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 
前者の立場からの意見をみると、「企画力やアイデア力が必要な上流工程では、特に

一人で使いこなす必要がある」、「個人で 2 軸、3 軸の知識を保有することによって、強

力な人財ができイノベーションが生まれる」などの回答が「目指すべきだ」に近い回答

になる。その論拠としてある回答は、「デジタルのツールはどんどん使いやすくなるので、

一人で使いこなしやすくなる」ことを指摘している。この分野の技術進歩の発展のスピ

ードを念頭に置いた発言である。 

一方、後者は「目指すことになる」といった前者ほどの強めなイメージではないもの

の、今後の趨勢を捉えた発言になっている例（次図）である。具体的には「『ものづくり

人材』が『個人』として先進デジタルツールを使いこなすことが、最もアドバンテージ

を持ち理想であることに間違いない」、或いは「できれば個人のほうがよい」、「Π型にな
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らざるを得ない」などである。その理由として「I 型は結局、匠の世界になってしまい

深化（進化）が止まる可能性がある」、「Π型により展開力が増すと同時に、様々な経験

を経て深化に繋がる」などと考えられている。 

別の視点から Π型の存在の必要性を説く回答として、「チームをうまく運用させる、

早く結果を出す、あるいは進化させるとなると、必ずそれぞれの分野を繋ぐ部分が必要

となる」という理由を挙げて、「Π型人材の存在が必須」と説く。或いは「Π型にならざ

るを得ない」という回答も見られる。 

「Π型にならざるを得ない」という回答の考え方を探る。I 型は「匠の世界」になっ

てしまい「深化(進化)」が止まる可能性があることから、Π型を目指すことが様々な経

験を通じて深化(進化)につながる展開力が増す（次図）とみられている。 

図表 83 I 型と Π型の違い、モノづくりの深化（進化）についての見方 

Π型にならざるを得ない！

Π型により展開力増大

様々な経験

深化(進化）につな
がる可能性

I型は結局、
匠の世界に

深化が止まる可
能性

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 
4-1-2-2. チームとしてのΠ型 

チームとして Π型を目指すとする回答の内容をみると、「チームとして Π型であれば

よい」とする立場と、チームとしてΠ型になるにはそれなりの条件が必要だとする立場、

の大きく二つの論調がみられる。前者の「チームとして Π型であればよい」とする立場

をとる回答からは、「個人として限界がある」、「個人として使いこなすにはハードルが高

い」といった要因が挙げられている。 

一方、後者の Π型になるにはそれなりの条件が必要だとする立場をとる回答からは

「Π型組織が機能する仕組み」が必要であり、その要が I 型を連結させる「つなぎ」「触

媒」となる人材の存在だとの指摘がみられた。また、「チームのマネジメントとリーダー

の見識が重要」という回答もある。 

こうした論調とやや異なる見方として、「チームで Π型を目指すではない」という意

見もみられた。この意見は、「ものづくり機器が高度化複合化する中で、チームで使いこ
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なすという考え方は今後不経済になるから」を理由として挙げている。しかし、続けて、

「個々の能力の向上を運用レベルでは図るとともに、イベントでのチーム制による専門

的対応させざるを得ない」という。「不経済」ではあるが、やはり「チーム制によらざる

を得ない」とする点では、広義にみれば、「チームとしての Π型」を支持している意見

の一つといえる。 

4-1-2-3. Π 型を目指すチームの在り方 

チーム制を支持する考え方には、「グループ力や寄せ集め（オープンイノベーション）

で、課題解決できる側面」に注目する意見がある。また、「チームで使いこなすことが、

より大きな成果を出力できる」として、「ツールの目的、難易度、ツールが備えた機能の

多種・多様性に依存する」点に焦点を当てる意見もある。 

いずれにせよ、チームとしての Π型を目指すには、その中心メンバーとしてのリー

ダーの存在が不可欠である。個々の構成メンバーにも、メンバーなりの要件が求められ

る。「デジタル化技術の原理・原則・有効性（投資対効果）・課題・用語・使い勝手など

基本知識はコミュニケーション上全員必要」であること。その上で、「専門的な部分は個

人個人で異なってもいい。ツールだけの話しではない。また、そもそも人材としてダイ

バーシティが重要。」と、基本知識の重要性とダイバーシティに敷衍している。 

こうした回答を組み合わせると、Π型を目指すチームの姿が浮かび上がる。次の図は

Π型の組織構成とそのメンバーの役割や資質を認識調査から集約して図解したものであ

る。 

図表 84 チームのイメージ：ブリッジ人材、基本知識と専門知識 

チームのイメージ

基本知識

原理・原則、有効性(投資効果)、課題、用語、使い勝手など

I型人材
（匠の世界）

I型人材
（ものづくり面）

I型人材
（システム面）

I型人材
（デジタル面）

I型人材
（対顧客面）

I型人材
（マーケット面）

つなぎ役・触媒・
ブリッジ人材

各個人（I型人材）の専門
のベースとなる知識

２軸、３軸の知識

２軸、３軸の知識

２軸、３軸の知識

２軸、３軸の知識

２軸、３軸の知識

Π型人材

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」回答結果を踏まえ NSRI 作成 
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この図では個々のメンバーは I 型であり、それぞれの専門性を持ちながら(ダイバーシ

ティが前提)、専門以外にも 2 軸、3 軸の知識を求める姿勢が重要とされる。チームのと

りまとめ役のリーダーには、マネジメントと高い見識が必要である。つなぎ役、触媒役

などブリッジ人材としてチームを束ね、チーム内のダイバーシティに対応していくこと

ができる人材が求められる。 

メンバー相互にとって前述の基本知識は、「コミュニケーション上全員必要」とされ

る。ただ、ここでいう基本知識の具体的内容についての議論は、まだ緒に就いたばかり

である。しかしながら基本知識の説明の冒頭に「デジタル化技術の」とあることから、

いわゆるデジタルリテラシーに該当する可能性はある。 

4-1-2-4. Π 型チームとメンバーの成長:タスクフォースの形成 

多くの回答が指摘するように、Π型人材も Π型組織も一朝一夕に出来上がるもので

はない。そこには時間が必要になる。このような観点からの回答として、「企業としては、

初期はチーム力による基盤づくり、以降は個人成長・台頭による発展、そしてタスクフ

ォースの形成190の繰り返しでは」がある。この回答は、ある一時点の状態に着目して捉

えるのではなく、時間の要素を織り込んで考えてみようという発想が下地にあると思わ

れる。 

そこでこの考え方をベースに、タスクフォース という概念を入れて図解してみたの

が次図である。この図は、個人個々の成長とチームの基盤づくりから、タスクフォース

へとスパイラル発展していくイメージを描いている。 

図表 85 個人の成長とチーム発展のスパイラル（イメージ） 

 
出所：「12 月アンケート」の回答を踏まえ、NSRI にて作成 

 

                                                  
190 「タスクフォースの形成」と類似した論考が、「自動車技術 2017Vol.71 5 月号の「IoT とデジタルト

ランスフォーメーション」(p12～p17) 森川博之東京大学先端科学技術研究センター教授にみられる。
「IoT で新規事業を開拓するときには「海兵隊」的な動き方が必要」との記述がある。 
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4-1-3. ものづくりデジタル人材の育成 

本専門部会での議論の一つに「日本社会は『ハイコンテクスト社会191』であり、言語

化・論理化が苦手」との指摘がみられた(次のコラム参照)。しかし、製造業に求められ

ているデジタル化・ネットワーク化やシステム化・モジュール化は、そういったハイコ

ンテクストとは正反対の言語化・論理化能力が要求される世界である。 

デジタルの世界は、文脈に依存できないという。一つ一つ定義された言葉で表現する

必要がある。言葉にすると今度はそれらを論理的に並べて筋の通る話にして初めて相手

に伝わる。それがローコンテクスト社会の特徴である。もっとも今の最高の AI をもって

しても、文脈の理解はまだ難しいという192。 

このような社会の中において、Π型を目指す両刀使いになるには、個人が両方を身に

つけるよりは、「7～8 人」のチームとして Π型を目指すほうがより現実的という指摘が

みられた。 

そこで、ハイコンテクスト、或いは、「7~8 人のチーム」といった議論を踏まえ、次

の問を設けることにした。「ものづくり人材がチームとして先進デジタルツールの両刀使

い（Π型）になるために必要な条件は何か。」回答結果からはいくつかの視点が得られた。 

例えば、人材育成を行うに際し、アウトソースかインソースかという視点のほか、も

のづくり人材が両刀使いになるという視点、ものづくりから Π型人材を育成するための

組織の在り方、Π型人材、Π型チームの人材要件といった視点である。 

4-1-3-1. アウトソースかインソースか 

デジタル系の人材育成を行うに際し、アウトソースかインソースかという観点からの

回答をまとめたものが次図である。本回答の興味深い点は、アウトソースかインソース

かという二元論の回答ではなく、時間の要素を織込んだ回答がみられることである。 

この図をみると「初めはアウトソースの支援が必要だが、最終的にインソース化する

ことを見越すべき」、「一時的にアウトソースする可能性はあるが、最終的にはインソー

スが必要。」いずれも最終的にはインソースの必要性を主張しているが、一気にというこ

とではなく、時間を追って進めるべきという考え方で共通する。 

                                                  
191「ハイコンテクスト」とは - ある文脈（コンテクスト）の抽象度が比較的高いこと。あうんの呼吸が通

用すること。察することのできること。反対語はローコンテクスト
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82
%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%AF&aq=0&oq=%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B3
%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88&at=s&ai=c3XJe.3HSCCXFsEcMCILnA&ts
=1728&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt さらに前述の「日経ものづくり 2018.2 の Axel Saleck 氏の論
考「日独の差異」も参考になる。 例えば「日本人は曖昧さや個別対応を好む」といった指摘など。 

192 柳川範之 東京大学大学院経済学研究科・経済学部 教授、人工知能（AI）の苦手なことは「言語理解」
http://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=1463http://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=1463  

－174－ －175－



176 
 

図表 86 人材育成：アウトソースかインソースか 

人材育成：アウトソースかインソースか

最終的にはインソース
化を見越すべき！

初めはアウトソース
の支援必要先進デジタルツール

を使える人材は市
場価値が高く，中途
採用で獲得するの
はコストかかる

最終的にはイン
ソース化が必要

一時的にアウトソー
スする可能性大学等で両刀使い

を教育するはずで、
両刀使いの人材は
増えていく

SEタイプとプロバイダタイ
プとでは適性が異なる

ローコンテキストに対応で
きなければ，グローバルな
協業は成立しない

追加研修での育成
は難しくないか

外部依存の前提と
しての基礎知識の
人材が必要

グローバル化と開発手法の
変化の結果としてインソース
化が必要となる

アジャイル開発（小規模で“要件定
義-設計-実装-検証”のサイクルを繰
り返しながら，最終形に向けて開発
を進めて行く手法）が主流に

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

一方、二元論的な回答をみると「ローコンテクストに対応できなければ、グローバル

な協業は成立しない。」、「アジャイル開発（小規模で“要件定義-設計-実装-検証”のサイ

クルを繰り返しながら、最終形に向けて開発を進めて行く手法）が主流となり，その結

果、インソース化が必要となる。」いずれもインソースの必要性を主張している。 

また、アウトソースするにも条件が必要だとの立場からは、「デジタル化に関する基

礎知識を有する人材が必要。その上で外部依存が成立する。」と外部依存にも前提となる

人材は必要との考え方がみられる。 

しかしながら、「専門外だが」と断りつつも、「SE タイプとプロバイダタイプとでは

適性が異なるような気がする」ことから、「追加研修での育成は難しい」とする見方もみ

られる。 

コラム 16 ソフトウェアの本質の理解が不足している？ 
「ソフトウェアは物事を変換しうる本質を持つ」。日本のビジネスリーダーはこのことへ

の理解が遅れていた。日本の製造業は過去、ソフトウェアの役割を最小化する“ものづくり

イデオロギー”によって成功したが、そのことによってソフトウェアをハードウェアのため

のものとみなしてしまい、ソフトウェアが新機能、付加価値そして差異化の牽引役であるこ

とになかなか気付かない。 
ベンチャー・キャピタリストであるマーク・アンドリーセンは「これからビジネスとサー

ビスはますますソフトウェアに依存し、映画から農業、防衛に至るまで、オンラインサービ

スとして提供される、と指摘している。 
これらの変換を引き起こしているのは、シリコンバレースタイルの起業家であり、彼らは

既存の産業界を侵略し、ひっくり返している。 
日本企業において最高位のソフトウエアプロフェッショナルは、IT をアウトソースする

ことに関与している。 
1990 年代、コストを下げるために、ソフトウェア戦略と購入決定は、日本の IT ベンダー

－176－ －177－



177 
 

に委ねられた。この決定によって、日本企業はソフトウェアがコアコンピテンシーになって

いくことに気付けなかった。こうした決定は、何が一番利益を上げるのか、それを判断する

能力を社内に持つことに、日本企業はあまり関心がないことを意味する。韓国と違うところ

である。 
出所：ITPRO 日経 BP オンライン「日本のリーダーはソフトウェアの本質を理解していない」

2016/09/15  Robert E. Cole （ロバート・コール）＝米カリフォルニア大学バー
クレー校名誉教授（ 新谷 IT コンサルティング代表の新谷勝利氏による日本語訳）
から NSRI 抜粋要約作成 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/090800199/091300001/?ST=print  
 

4-1-3-2. ものづくり人材のΠ型化(両刀使い) 

ものづくり人材と両刀使いに関する回答（下図）をみると、ものづくり人材が両刀使

いになるためには「経験」と「機会」が大切であり、そのための仕組みづくりが重要と

いう考え方がうかがえる。 

「ものづくり人材がチームとして先進デジタルツールの両刀使いになるには、オタク

的な ICT、IoT に対する興味とそれを導入する機会を与える事である」と、デジタル技

術に対する興味と機会の重要性が指摘されている。また「レベルの差はあっても先進デ

ジタルツールを駆使したシステム作りをやり、運用したことがある経験値が必須。経験

を積ませる仕組みづくりが必要」と経験と仕組みづくりが強調されている。 
もっとも両刀使いになれるのは、「一部の技術者に限られる」から「チームとして多

能技術者化すれば良い」、また「チームとして成果を出し続けることによって、一人一人

が広い知見を持てる可能性が広がり機会が増える」とチーム制の良さを指摘している。 

図表 87 ものづくり人材と両刀使いに関する回答内容 

ものづくり人材と両刀使い

チームとして多能技
術者化すれば良い

先進デジタルツールを駆使したシ
ステム作りをやり、運用したことが
ある経験値が必須

経験を積ませる仕組みづくりが必要

（ものづくりもデジタルも）い
ずれも

オタク的なＩＣＴ，ＩｏＴに対する興
味とそれを導入する機会を与え
る

モノづくり人材がチームとして
先進デジタルツールの両刀使
いになるには？

ものづくり人材の定義が必要

過去日本はIT化で失敗、間接・管理業務が簡素化（BPR)
されなかった。今回も手段として捉えると同じ間違いを犯
す

技術の高度化によって、個人が両刀
使いになれるのは、一部の技術者
に限られる

チームとして成果を出し続けること
によって、一人一人が広い知見を持
てる可能性が広がる、機会が増える

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 
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4-1-3-3. 所属組織とΠ型人材 

ものづくりと Π型人材の育成、所属組織の在り方に関する回答も見られた（次図）。 

図表 88 ものづくりと Π型人材の育成、所属組織の在り方 

ものづくりとΠ型人材、育成の所属組織の在り方

生産系組織の中からΠ
型人材は生まれる

言語化・論理化は、訓練次第
（勿論、素養に依存）

ｼｽﾃﾑ人材は「統制の取り
やすい生産系組織」に組
み込まれた組織となるの
では

従前のｼｽﾃﾑ人材は基幹ｼｽﾃﾑ開
発の継続。色分けが鮮明となる

ものづくりのｱｲﾃﾞｱ、要求は
現場から生まれやすい

Π字型人材は必要

ーーーその中で逆Π字型
人材の育成も考慮すべき

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 
上図のとおり、ものづくりにおける Π型人材は、「生産系組織の中から生まれる」と

いう。その論拠として、「ものづくりのアイデア・要求は現場から生まれやすい」こと、

「生産系組織は統制がとりやすい」ことを挙げている。従ってものづくり系の Π型人材

は、基幹システム開発系ではなく、生産系組織に組み込まれる。従来のシステム人材は

基幹システム開発を継続していく。本回答では両者の「色分けは鮮明」になるという。 

また、ローコンテクストへの対応策としての「言語化・論理化」は、「訓練次第」と

の指摘も見られた。 

なお、「Π字型人材は必要」は当然であるが、「逆 Π字型人材193の育成」も考慮すべ

きとの意見も見られた。 

 

4-1-3-4. Π 型と Π 型チームの人材要件 

Π型人材、Π型チームの人材要件について論じた回答をみると、次図の楕円でつなが

る部分のような「ブリッジ役」、「つなぎ」「触媒」となる人材や「リーダーの存在」とい

ったあたりに共通性と類似性がみられる。 

例えば「チーム作り･アウトソーシング･人材採用については、「つなぎ」「触媒」とな

る人材が必要」、「全体を俯瞰し、全体最適を実行できるチームリーダーの存在が必要」、

「アウトソーシングする場合は、ブリッジ役が MUST」といった回答が該当する。 
                                                  
193 逆Π字型については次のコラム参照 

－178－ －179－



179 
 

このような人材に求められる要件として「外部の人間に、課題や条件を的確に伝える

スキルは最低減必要。また、一度のトライで判断せず、結果を分析してより良い結果が

出るまで時間を掛ける熱意も必要」と、スキルとともに熱意が強調されている。 

図表 89 Π型人材、Π型チームの人材要件 

Π型人材、Π型チームの人材要件

個人ベースで考える
より、チームとして考
えることが重要

一度のトライで判断せず、結果を
分析してより良い結果がでるまで
時間を掛ける熱意も必要

外部の人間に、課題や条件
を的確に伝えるスキルは最
低減必要

「ブリッジ人材」（つなぎ役、触媒と
なる人、ブリッジ役）は同時に「チー
ムリーダー」の要件も必要？
☛Q6-C.「チームのイメージ：ブリッジ
人材、基本知識と専門知識」

チーム作り･アウトソーシン
グ･人材採用については、「つ
なぎ」「触媒」となる人材が必
要

SEタイプとプロバイ
ダタイプとでは適
性が異なる

アウトソーシン
グする場合は、
ブリッジ役が
MUST

全体を俯瞰し、全体最適を実行できる
チームリーダの存在が必要

Π型チームの人材要件

Π型チームの人材要件

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 
以上を改めて整理すると、「ブリッジ人材」（つなぎ役、触媒となる人、ブリッジ役）

は、同時に「チームリーダー」の要件やデジタル化に関する基本知識と本来のものづく

りの専門知識も兼ね備えていることが求められる、といったイメージが出来上がる。 

コラム 17 逆 Π型人材 

国立大学法人滋賀大学と PwC あらた有限責任監査法人は、平成 29 年 11 月 25 日、デー

タサイエンス分野で共同研究を開始すると発表。滋賀大学が 2017 年 4 月に新設する「デー

タサイエンス学部」を拠点に、実践的な教育プログラムの開発やビジネス面での本格的なデ

ータサイエンス活用について双方の知見や経験を持ち寄り、産学連携で教育・研究に取り組

むとしている。 

滋賀大学が新設するデータサイエンス学部は、データサイエンティストの育成を目的とし

た日本初の大学の専門学部として誕生する。学部長には、元日本統計学会会長で前東京大学

大学院情報理工学系研究科教授の竹村彰通氏が就任する予定。平成 30 年春に第一期生（募

集定員 100 人）を迎え入れる体制整備を急ピッチで進めているという。 

同氏はデータサイエンスを「客観的な存在としてのビッグデータを対象として、そこから

新たな知見を引き出し、価値を創造するための科学」とし、そのノウハウを持つ人材をデー

タサイエンティストと呼んでいる。データサイエンティストに必要な専門知識とスキルとし

て大規模データの「分析・解析」と「加工・処理」。前者が「統計学」、後者が「コンピュー
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タ科学」。この 2 つを基本として新たな知見を引き出し、価値を創造できることが求められる。

統計学とコンピュータ科学を基本として、そこから新たな知見を引き出し、価値を創造で

きる人材――これを同氏は「逆Π（パイ）型」人材と名付けている。 

 出所：Itmedia エンタープライズ 「日本でデータサイエンティストが育たない理由 (1/2)  
IoT などがもたらすビッグデータから新たな知見を引き出す「データサイエンティス
ト」。統計学の第一人者はその人材像として「逆Π（パイ）型」が求められるという。
どういうことか。[松岡功，ITmedia] から NSRI 抜粋要約。 

http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1611/27/news033.html  
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1611/27/news033_2.html 

 

4-2. 企業が抱える現状と課題 

4-2-1.「人材」に関する問題意識と現状認識 

「IoT・AI 時代のものづくり人材」(以下、「人材」)というテーマを取り扱うに際し、

本専門部会に集う 18 名の委員の現状認識と問題意識を明確にすることが今後の議論を

進めていくうえで大切との考えから実施した「事前アンケート」であるが、ここで当該

「人材」のどういった側面に関心があるのか、いくつかの切り口を設け、尋ねた結果を

紹介する。 

4-2-1-1. 特に関心の高いテーマ 

最初に、IoT・AI 時代の「新次元の製造業」を担い、支え、リードする「人材」に関

する関心の有無を尋ねたところ、「人材」に関する 3 つのサブテーマ(3.1~3.3)のほぼいず

れも、約 6 割前後の回答者が「関心あり」と表明した。サブテーマ個々の関心度をみる

と、特に 3.3 のサブテーマ(人材像と役割・能力)に対する関心がやや高い結果 (次図) と
なった。 

なお、最初の選択肢「3.1.「人材」の現況と課題」には、回答の参考として「業務遂

行上の問題点（TV 会議等 ICT 技術の活用や情報共有上に内在する無駄・非効率）」、と

「最新テクノロジーの精通人材充足度・レベル感」を例示した。 

二番目の選択肢「3.2. 「新次元」に向けた対応や変革の進め方」には、「ビジネス革

新とビジネス転換、既存の事業継続と事業変革の併進（RTB,CTB,BPR）」と「商機に対

する感度など組織風土の見直しと推進人材」の問題を付記して選択上の参考に供した。 

三番目の選択肢「3.3.「新しい現場力」を支える「人材像」役割・能力」には、「『人

材』に求められるデジタルリテラシーとは（必要な能力・コンピテンシー）」、および「変

革リーダーの資質などの検討、従来の人材との異同など」を例示して参考に供している。 

 
 

－180－ －181－



181 
 

図表 90 「新次元の製造業」における「人材」(n=18、MA) 

 
注.本事業において「新次元」とは「IoT・AI 時代」のことを指す。 
出所：平成 29 年度「事前アンケート」から NSRI 作成 

 
4-2-1-2. 人材育成と育成環境 

人材育成の問題については、初年度である今年度はそのすべてにわたって取り扱うこ

とは難しいとの見方もある中で、とりあえず、専門部会に参加した委員諸氏の関心の有

無は押さえておく必要があるとの考えから、本設問を行った。 

選択肢としては 4.1～4.3 の 3 つである。 

1 つ目は「4.1. ものづくりに必要なデジタルリテラシーの検討」。2 つ目は「4.2. 同
上のデジタルリテラシー習得の在り方」である。ここにはデジタルリテラシー習得の事

例として「社内外の教育プログラムへの参加(産学連携、MOOC、e-Learning)」を参考

として挙げている。3 つ目は「4.4.期待される公的支援と業界団体の役割」である。 

次図のとおり、4-1.の「デジタルリテラシーの検討」(10 人)が最多の支持を集めた。

次いで 4.2 の「デジタルリテラシー習得」（8 人）が続き、4.3 の「公的支援等」は 5 人

にとどまった。その他の意見としては「人材育成にはモチベーションが大切」や「IoT
や AI を推進するには、困難が伴い、成果見込み等のモチベーションアップを支援する仕

組みが必要」との意見が寄せられた。いずれも「モチベーション」の重要性を認識して

いる点に特徴がみられる。 
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図表 91 人材育成と環境整備の方向性(n=18、MA) 

 
出所：平成 29 年度「事前アンケート」から NSRI 作成 

4-2-2.「既存人材」の教育・研修 

専門部会参加委員に対して、「IoT・AI 時代における社員の再教育・研修 or 継続教

育・研修・訓練の進め方で重要なこと」に関する問題意識や現状認識ついて尋ねた。次

の 3 つの視点から設問した。 

第 1 に「再教育・研修の内容」。第 2 に「再教育・研修の方法」。第 3 に「再教育・研

修費用の負担」の問題である。 

4-2-2-1. 再教育・研修の内容 

まず IoT・AI 時代における社員の再教育・研修の内容に焦点を当てる。ここでの選択

肢は 5 つ。 

最も多くの支持を集めたのは「1-5. 生産現場人材のデジタルリカレント教育」(11 人)、
次いで「1.1 生産技術者がデータ収集・活用まで可能となるための言語体系を含めたデジ

タル再教育」（8 人）、「1.4 生産ラインシミュレーションを活用したデジタルものづくり

の考え方やノウハウ」（7 人）となった(次図)。 

次図で最多の支持を集めた「1-5. 生産現場人材のデジタルリカレント教育」にはさら

に 3 つの細分化テーマを選択肢として用意した。 
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図表 92 IoT・AI 時代における社員の再教育・研修の内容(n=18、MA) 

 
出所：平成 29 年度「事前アンケート」から NSRI 作成 

 
上図で 1-5 を選択した 11 人のうち、9 人が 3 つに細分化したテーマ（選択肢 1.5.1～

1.5.3）について回答している(次図参照)。  

図表 93 生産現場人材のデジタルリカレント教育(n=9、SA) 

 
注.上図において「リカレント教育」とは、社会人がデジタル技術のような急速に発展・普及

する最新技術の再教育・研修ができる教育システムのことを指す。元々は 1970 年代に
OECD で提唱された生涯教育の制度的形態の一つ。日本では放送大学や大学の社会人入
学制度などが対応するという。英国では Open University が放送形式で学位の認定を行
っている。以上は以下のサイトによる。 
https://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E

6%95%99%E8%82%B2-168588#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B5  
出所：平成 29 年度「事前アンケート」から NSRI 作成 
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回答結果をみると、最も多い支持は「1.5.2 現場生産者を対象としたデジタル技術(含
データの利活用)のリカレント教育」（6 人）であった。このほかは、「1.5.3 現場生産者を

対象とした自社内生産性向上と新たなエンジニアリングサービス提供におけるデータの

利活用の考え方と活用方法」(2 人)、「1.5.1 生産現場の人材がソフト側の言語やスキルを

理解し、ベンダーに依存しない形でデータの利活用を実施できるベンダーに依存しない

形でデータの利活用を実施できる」（1 人）となり、「1.5.3」が最多の支持を得ている。 
また「その他」の回答には「ユーザー価値をユーザーと共創して整理できるデザイン

思考やシステム思考の教育、リーンスタートアップの教育」がみられた。 

なお、「IoT・AI 時代における社員の再教育・研修の内容」という設問の選択肢「1.1
生産技術者がデータ収集・活用まで可能となるための言語体系を含めたデジタル再教

育」には、さらに枝問として「1.1.1 データの扱いの意味を理解し、ツールを利用できる

ミドルレベルユーザー側と各社製が混在する制御側の相互理解が可能な形式に変換する国

際規格に則った『リカレント教育』」を設問したが、支持は皆無であった。 

コラム 18 デジタル製造で必要とされるスキルの特定と育成 

 デジタライゼーションは、社会と教育の全てにとって難しい課題を投げかける。つまり、
新しいデジタルスキルの枠組みと生涯にわたる学習を必要とする。 

 デジタルデバイドを避けつつ、新しいデジタルネイティブを教育し、既存の従業員を再教
育しなければならない。 

 特に 50 代以上には「エンジニアリングと IT」といったテーマに関するソリューションを
構築して、若い世代との統合を成し遂げることが、政府・業界にとっての喫緊の課題であ
る。 

 さらにデータサイエンティストのような新しい職種プロファイルを設計し、これらを企業
実習と学校教育の二元制に基づく教育制度の再構成にまで進まねばならない。 

出所：BMWi によるカンファレンスレポート“Digitizing Manufacturing in the G20 – 
Initiatives, Best Practices and Policy Approaches” on 16 and. 17 March 2017 の

p16 から NSRI 作成 
https://www.bmwi-registrierung.de/G20-digitising-manufacturing-conference/pdf/Invitation_Digitalising%20

Manufacturing%20Conference%20in%20the%20G20.pdf#search=%27digitaising+manufacturing++G20%27 
 
 

4-2-2-2. 再教育・研修の方法 

再教育・研修の方法については、次の 5 つの選択肢を用意した(次図参照)。最多の支

持を集めたのは「2.5 業界団体が主催する講習会への参加」（8 人）。次いで「2.1 大学等

教育機関や研究機関が主催する教育プログラムへの参加」(7 人)。いずれも外部のプログ

ラムへの参加が比較的多くの支持を集める結果となった。 

その他の回答には「ツール提供 S/W メーカー・SI による教育」194と「サービス化で

ユーザー価値創出を先行する企業との人事交流」の二つが挙げられている。 
 

                                                  
194 SW:ソフトウェア、SI:システムインテグレータのそれぞれ略称 
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図表 94 再教育・研修の方法(n=18,MA）   

 
出所：平成 29 年度「事前アンケート」から NSRI 作成 

 

コラム 19 ドイツのインダストリー4.0 への教育面からの対応 

 ドイツでは現在、インダストリー4.0 のようなデジタル変革を見据えた教育制度の変容が
始まっている。 

 2018 年 8 月には機械工学や電気・電子工学の分野で職業教育カリキュラムが変更される
予定。 

 「RAMI4.0（インダストリー4.0 の参照基準）」や「OPC UA(インダストリー4.0 の標準
的通信手段)」、「プログラミング」、「IT システム管理」などの科目が選択科目となる。 

 こうした教育制度の変更により、大学進学者ばかりでなく、工場の作業者もインダストリ
ー4.0 に関する実践的な知識を持つことにつながる。 

出所：日経ものづくり 2018.2 ｐ60 の Axel Saleck 氏の論考から NSRI 作成 
 
 

4-2-2-3. 再教育・研修費用の負担 

IoT・AI 時代を迎えるということは、新しい知識に関する再教育や研修が随伴する。

これは、ある程度予想できる範囲である。そこでその費用負担についての考え方を問う

ことにした。 
その結果は下図の通り。「3.2 会社が全額負担すべきだ」（11 人）が最も多くの支持を

集めた。さすがに「3.1 自己負担とすべき」という回答は皆無であったが、「3.4 公的支

援、会社負担、自己負担のバランスをとるべき」（7 人）は二番目に支持を集めた。 
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図表 95 再教育・研修費用の負担（n=18、MA） 

 
出所：平成 29 年度「事前アンケート」から NSRI 作成 

 

4-2-3. デジタル技術習得の方向性と課題 

本専門部会での議論において、IoT・AI 時代の人材を語るには、「人材」という全体

をひとくくりにした議論ではなく、人材ピラミッドの中で各層ごとの対応という視点が

重要であるとの意見がみられた。特に、現場のオペレータ、マネージャークラス、経営

層の三層に分けるという提案が注目された。 

そこで、「12 月アンケート」ではこうした議論に沿った調査を行った。設問は「組織

に関して、人材ピラミッド各層ごとの先進デジタル技術の習得（＝使いこなせるように

すること）」というテーマを設定し、以下の「各層に関する暫定的な役割分担の考え方」

を例示した上で(次表)、各委員の考え方を尋ねた。    

 図表 96 設問に掲示した各層別役割分担例 

人材ピラミッド 各層別の役割分担の例示 

経営層 例、生産拠点間の統合運用（生産・調達・営業支援等最適化） 
マネジメント層 例、生産拠点の統合運用（品質管理、保守保全、検査体制、PLM 等） 
オペレータ層 例、デジタル生産システムの一括管理（設備保全、修理、等々） 

出所：12 月アンケート調査票 
 

4-2-3-1. 人材ピラミッドのイメージ 

本設問では、特に経営層についての役割分担の例示に対するコメントが多く寄せられ

た(次節参照)。また、回答の中に「経営層が直接使いこなせる必要はなく、例えば、経

営企画部門が使うもの」とする指摘もみられた。以上から各層の役割を見直すとともに

経営層とマネジメント層の中間に中間セクションを置き、設問時の経営層の役割をここ

にシフトすることとした。この詳細を検討することも今後に残された課題である。 
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以上を踏まえて、人材ピラミッドの各層別先進デジタル技術習得の在り方のイメージ

を図解したものが次図である。 

図表 97 各層別の先進デジタル技術習得の在り方 
デジタル化の司令塔
CDO（CIO、CTO）

経営レベル

マネジメントレベル

オペレータ(現場、工場)レベル）

経営層：価値創造・競争戦略等の方針明示、経営課題
対応判断総合力：デジタル技術の活用可能性の見極
め・想像力、必要性の理解・全社的推進

●経営企画セクション：デジタルシフト(トランス
フォーメーション）の企画立案
●統括セクション：例、生産拠点間の統合運用
（生産・調達・営業支援等最適化）

マネジメント層：例、生産拠点の
統合運用（品質管理、保守保全、
検査体制、PLM等）

オペレータ層：例、デジタル生産
システムの一括管理（設備保全、
修理、等々）

＊
＊

 
出所：12 月アンケート結果から NSRI 作成 

 
回答結果には、各層別に関するコメントのほかに「先進デジタル技術習得の在り方」

に関するコメントも寄せられた(次節参照)。 
 

4-2-3-2. デジタル技術習得の在り方(経営層) 

経営層に関する回答結果をみると、次図のとおり、経営層にとっての先進デジタル技

術の習得（＝使いこなせるようにすること）の在り方を正面から論じた意見と、設問に

おける例示に違和感を表明する意見と二つに分けることができる。 

「人材ピラミッド層ごとに先進デジタル技術への関与の仕方が異なるというのは理

解しやすい」と層別の議論には異論がみられなかった。しかし、経営層にデジタル技術

を使いこなすスキルは必要かという問いかけについては、肯定的な回答と個別スキルで

ある必要はないとする回答と見方が分かれた。 

肯定論は「各層で分析したり、判断したりするスキルは必要」という。これに対し、

「必ずしも個別スキルである必要はない」と、反対の意見も多く寄せられた。 

後者の反対する意見をみると、経営層については，「IT ができること・できないこと

を冷静に見極められる」ことや、「デジタル技術を使って、これまでできなかった何がで

きるようになるか、即ち、想像力が必要」、或いは「先進デジタル技術を活用してどのよ

うな価値を創造するのか、どのように競争力を向上させるのかに注力する」ことが重要

だという。このように、より高次の経営判断の重要性に敷衍する回答が多く見られた。 

さらには「経営層には先進デジタル技術の必要性の理解と全社的な推進を期待する。」

「先進デジタルといえど、企業方針同様、トップ方針に尽きる」とする見方や、「経営層

に必要なスキルは、目標乖離や課題解決の停滞に対してどこがどう対応すべきかを判断

できる総合力」、「戦略とリソース調達・配分とコックピットに示されるデータの関係性

の理解」が重要だという。 
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つまり、「オペレーションではない」ことが強調されている。総じてデジタルの個別

技術というよりは、経営本来の舵取りが期待されていることが特徴的である。ただし、

「層別での必要領域は未だ見えてこない」との指摘もみられた。 

図表 98 経営層のデジタル技術習得の在り方 

経営層

層別での必要領域は未だ
見えてこない

企業内での取捨選択しながら、
集中（と選択）させ、多様なﾃﾞｼﾞ
ﾀﾙ技術習得はオセロのマスの
様に埋まっていく？

先進ﾃﾞｼﾞﾀﾙといえど、
企業方針同様、ﾄｯﾌﾟ
方針に尽きる

経営層の例示に違和感あり！

経営層がすべきこ
とに違和感～オペ
レーションではない

経営層が技術を習
得する必要はない

経営層が直接使い
こなせる必要はな
く、例えば、経営企
画部門が使うもの

経営層は先進デジ
タル技術が使いこ
なせる(ことは重要
ではない）

経営層は先進デジ
タル技術が使いこ
なせる(ことは重要
ではない）

経営層には生産拠
点間の統合運用の
デジタル技術の習
得は必要か？

経営層は，ITができるこ
と・できないことを冷静に
見極められる必要

戦略とリソース調達・配分

経営層に必要なスキルは目
標乖離や課題解決の停滞に
対してどこがどう対応すべき
かを判断できる総合力

コックピットに示されるデー
タの関係性の理解

デジタル技術を使って，こ
れまでできなかった何がで
きるようになるか，即ち，
想像力

先進デジタル技術を活
用してどのような価値
を創造するのか、どの
ように競争力を向上さ
せるのかに注力するこ
とが重要

経営層には先進デジタ
ル技術の必要性の理
解と全社的な推進をし
てもらえばいい

先進デジタル技術習得の在り方

各層で分析したり判
断するスキルは必要

人材ピラミッド層ごとに先進デジタル技術への
関与の仕方が異なるというのは理解しやすい

各層毎の先進デジタ
ル技術の習得の関
連性が不明

 
出所：12 月アンケート結果から NSRI 作成 

 
4-2-3-3. デジタル技術習得の在り方(マネジメント層とオペレータ層) 

マネジメント層とオペレータ層のデジタル技術習得の在り方については、特に異論は

見られず、ともにその層別習得に関して必要性を認める回答が主であった。 

新しい技術、特に先進デジタル技術のうち、具体的にどのような技術を採択し、どの

ような段階を踏んで習得していくかといった個別論については(次図参照)、本事業の初

年度ということもあり、次年度以降に事業対象とするかどうかも含め、残された課題と

いうことになる。 
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図表 99 マネジメント層とオペレータ層のデジタル技術習得の在り方 

マネジメント層のデジタル習得の在り方

マネジメント層：必要マネジメント層・オペレータ
層は，定期的に新しい技術
を習得していく必要がある

例、生産拠点の統合運用
（品質管理、保守保全、検
査体制、PLM等）

オペレータ層のデジタル習得の在り方

オペレータ層：必要マネジメント層・オペレータ
層は，定期的に新しい技
術を習得していく必要があ
る

例、デジタル生産システ
ムの一括管理（設備保
全、修理、等々）

 
出所：12 月アンケート結果から NSRI 作成 

 

4-2-3-4. デジタル技術習得の在り方(全体的観点) 

デジタル技術習得の在り方に関する人材ピラミッドの層別のコメントのほかに、各層

を横断した観点や全体的な観点からのコメントもいくつか寄せられた(次図参照)。 

図表 100 先進デジタル技術習得の在り方 

先進デジタル技術習得の在り方

（ピラミッドの）上位層にいくほど、ミクロ的視点か
らマクロ的視点へ、ひとつのことを掘り下げる技術
から、広く浅く俯瞰する技術が必要に

単に利
用する
形態に
ならな
いよう
に注意

組織内に使いこ
なせる部門を作
り、

AI技術は、現状の特徴を的確に伝え、
過去の類似事例とその結果を伝えるこ
とで、判断支援に使える

各層毎にその部門
と協働で業務遂行
する組織を構築

各層で分析し
たり判断する
スキルは必要

人材ピラミッド層ご
とに先進デジタル
技術への関与の仕
方が異なるという
のは理解しやすい

各層毎の先進
デジタル技術
の習得の関連
性が不明、

 
出所：12 月アンケート結果から NSRI 作成 

 
例えば「上位層にいくほど、ミクロ的視点からマクロ的視点へ、ひとつのことを掘り

下げる技術から、広く浅く俯瞰する技術が必要になる」という意見などである。 

「AI 技術は、現状の特徴を的確に伝え、過去の類似事例とその結果を伝えることで、

判断支援に使える」といった意見や「組織内に使いこなせる部門を作り、各層毎にその

部門と協働で業務遂行する組織を構築すればいい。その部門を単に利用する形態になら

ないように注意」する必要があるといった組織論も含めてのコメントがみられた。 

－188－ －189－



190 
 

人材ピラミッドの層別のコメントに関連して、「各層毎の先進デジタル技術の習得の

関連性が不明」とするコメントがみられ、残された課題につながる指摘がみられた。 
 

コラム 20 ドイツにおける継続学習のための先進デジタル技術習得機会 

独大による無料オンライン教育システム（MOOC）による社会人継続学習機会の提供 

ドイツのミュンヘン工科大学やアーヘン工科大学では、無料のオンライン学習システムを提

供している。ミュンヘン工科大学のサイトをみると、同大はドイツで最初の MOOC を開講した

大学だという。利用しているプラットフォームは米国の edX と Cousera。 
最近の開講状況をみると、「飛行ロボットの自律的運航（2014.6.25）8 週間」、「リーンプロ

ダクション（2018.2.1）6 週間」、「シックスシグマ：品質工学と品質管理、（2016.7.1）10 週間」

などのほか「工学のための数学、9 週間」、「コンピュータビジョン入門（2015.1.19）10 週間」、

「シックスシグマ、定義と測定（2017.1.27）8 週間」。 
このほか「ドイツ 9 工科大学連合プロジェクト（2014.10.20）7 章」などが開講されている

か、終了したもののその一部は依然として利用可能な状態にある。 
出所：https://www.class-central.com/university/tum 及び 

https://www.tum.de/nc/en/studies/continuing-education/general-public/moocs/ から NSRI 作成 
 

同様にアーヘン工科大学でも多くの MOOC が開講されている。例えば「顧客中心のイノベ
ーション」、「破壊的変化への対応、技術とイノベーションの管理」といった、どちらかという
とマネジメントを冠する講座が目立つ。 

出所：https://www.edx.org/school/rwthx から NSRI 作成 

参考：独大による情報技術習得支援とデータサイエンティスト養成(図) 

 
出所：RIETI,第 48 回「第 4 次産業革命を担う人材の育成：ドイツの動向（1）－ 現

地調査の概要（NO.1） －」岩本 晃一 上席研究員 ～青字は NSRI 加筆 
http://www.rieti.go.jp/users/iwamoto-koichi/serial/048.html 
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4-2-4. IoT・AI 時代の新たな「強み」と人材 

本専門部会を開催する前に実施した「事前アンケート」では、事前仮説として「仮説

2.これからの『強み』は、元々強い現場が、人と機械等のセンシング能力を IoT 等でア

ップし、AI も活用して更に強くなること。すなわち業務に携わる人の働きが鍵となる。 
センシング能力の高い人が、『センサー』を備える機器などの情報（IoT）や AI といっ

た最新テクノロジー、システムを使いこなせることが『強み』となる。デジタルリテラ

シーが必須となる可能性がある。」を設定していた。 
12 月に実施したメンバー認識調査（12 月アンケート）を立ち上げる際には、本仮説

を検証する意味合いと、これまでの専門部会で議論されたキーワードを踏まえ、「IoT・
AI 時代の新たな『強み』と人材」という設問を行った。 

総じて、今まで日本は「強い現場力」が売りであったが、これから「求められる資質」

である「論理化」「システム化」、「体系化」、「モジュール化」、「言語化」、「数式化」とい

ったデジタルアプローチについては、日本は苦手とされてきた。一方、独米などの先進

国や中国などは、デジタルアプローチは得意とされる。  
そこで、日本が目指すべき「新たな強み」となる方向は何か。またそれを支える人材

像はどうあるべきか。この 2 点について尋ねることにした。 
本 12 月アンケートに寄せられた回答は、次の 4 つに分類される。以下では「『強い現

場』に関する認識」、「苦手・弱みの克服策」、「新たな強みの模索」、「支える人材」の順

にみていくことにする。 

4-2-4-1. 「強い現場」という認識  

従来、日本の製造業の強みは現場力にあるといわれてきた。IoT・AI 時代という新時

代においても同じことが言えるだろうか。 

本設問に寄せられた代表的な回答を拾うと(次図参照)、「強い現場力は、その非効率性

で弱みになる」、或いは「日本型の強い現場力は優秀な現場のボトムアップにより支えら

れてきたが、現在の多様化した複雑なビジネス環境を考えると限界が見えてきた。」こう

いう認識からさらには「『強い現場力』を持っているとは、必ずしも言えないのが実状」

になっているなどである。 

その理由を拾うと、「業務プロセスの分業化が進んだこと」、「かつての現場を支えた

優秀な労働層や熟練労働者が引退したこと」、「近年の高等教育のレベルが低下したこと」

と幅広の要因が挙げられている。 

中には「現場の自主裁量にまかせた結果が、高度システムに必要な理論化などの科学

的アプローチが遅れた原因」という既に本報告書でみてきた「数式化」「科学的アプロー

チ」に関わる回答もみられた。 

－190－ －191－



192 
 

以上を総括すると、もはや強い現場は見られないという結論に落ち着きそうである。 

図表 101 「強い現場」に関する認識 

「強い現場力」はもはや？

日本型教育の体制が
考えることを重視して
こなかった

強い現場力は、その非効率性で弱みに

近年の高等教育のレ
ベル低下

かっての強い現場力
の元は、優秀な労働層
の存在

多様性も失われた

現場の自主裁量にまか
せた結果が、高度シス
テムに必要な理論化な
どの科学的アプローチ
が遅れた原因

日本型の強い現場力は優秀な現場の
ボトムアップにより支えられてきた

現在の多様化した複雑なビジネス環
境を考えると限界が見えてきた

分業化が
進んだ業務
プロセス、
という仕組
み面

現在は、
熟練労働
者の引退
という人
材面

、「強い現場力」を持ってい
るとは、必ずしも言えない
のが実状

 
出所：12 月アンケート結果から NSRI 作成 

 

4-2-4-2. 苦手・弱みの克服策  

ではこうした現場の現況を踏まえたうえで、今求められているデジタル化をどう具体

化していけばいいのか。しかもここで求められているデジタル化のような言語化、論理

化、システム化といったアプローチは、日本は苦手であり、弱みであるとされている。 

寄せられた回答は「遅れている」ことに対する見方、克服策などに分けられる(次図

参照)。 

デジタル化が苦手とする背景について、ある回答は「デジタルアプローチ全般が苦手

なのではなく、必要ないと考えていた分野が遅れているだけ」であるとする。また「日

本人は、論理化、ロジック化、形式知化、一般知化が苦手だが、改善は行ってきた」と

改善を強調するコメントも見られた。 

克服策としては「日本は製造現場やハードウェア領域の強みを最大限活用して、より

付加価値を付けやすい『ソリューション』を顧客へ提供することが必要」とする新しい

価値獲得による収益力向上を挙げる意見が寄せられた。 

人材面からは「日本人は指示に対しては的確に動く能力は長けており、『求められる

資質』は経験をマネジメントすることにより育成はできる」としている。 
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図表 102 デジタル化に関する苦手・弱みと対策 

デジタル化：苦手・弱み、対策

デジタルアプローチ全般
が苦手なのではなく、必
要ないと考えていた分
野が遅れているだけ

日本人は指示に対して
は的確に動く能力は長け
ており、「求められる資
質」は経験をマネージメ
ントすることにより育成は
できる

日本人は、論理化、ロ
ジック化、形式知化、一
般知化が苦手だが、改
善は行ってきた

情報分析に基づく経営判
断力と権利の委譲から、
人のあり方は変化する

日本は製造現場やハードウェ
ア領域に強みがある
が、ーーー

日本は製造現場やハードウェア
領域の強みを最大限活用して、
より付加価値を付けやすい「ソ
リューション」を顧客へ提供する
ことが必要

新しい価値獲得や収益向上
を図ることが重要になる

 
出所：12 月アンケート結果から NSRI 作成 

 
4-2-4-3. 新たな強みの方向性  

IoT・AI 時代の新たな強みに関する回答をみると、概略 3 つの模索や方向がみられる

(次図参照)。一つ目は「現場力とデジタルの融合化」、二つ目は「製品・商品開発力の強

化」、三つ目は「仕組み・システム化」に関するコメントである。 

図表 103 新たな強みの模索とその方向 

新たな強みとなる方向

高度システムに必要な理論化などの科
学的アプローチ、高等教育レベル・考え
ることを重視する教育体制等への対策

現場力とデジタルの融合化等

ものづくりでは、匠の技
は尊重させたIT技術との
融合→継承（過去匠の技
はIT技術で効率化させる
（させたい））

デジタルと現場を上手
く融合させれば強みを
維持できる

「強い現場力」と「デジタ
ル技術」を併せ持てば，
鬼に金棒「強い現場力」、「人財力」

を活かせるシステムづくり、
デジタルアプローチとの融
合化が必要

デジタルを活用して、非
効率を解消すれば日本
の現場力も、欧米と競争
できる

改善のプロセスをどこをシ
ステム化し、どこを人に頼
るのか検討が必要

製品・商品開発力の強化

創出される付加価値を
ｻｰﾋﾞｽへ結びつけ、魅
力ある商品開発力の
必要性（IOT・AIの市場
ﾆｰｽﾞが高まっていく事
を受けて）

製品開発力が
一層重要にあ
り、顧客の必要
なものをタイム
リーに提供す
ることが重要

製造現場やハードウェア領域の強みを最大
限活用して、より付加価値を付けやすい「ソ
リューション」を顧客へ提供することが必要

仕組み・システム化

将来にわたっても継続的に
「強い現場力」であるべき

現場力を復活させ、強化
するための道具がICTを活
用した仕組み（システム）
やツール

欧米の製造科学の工学
化を学びつつ、日本の木
目細かな運用をどう体系
化してシステム化するか

 
出所：12 月アンケート結果から NSRI 作成 
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一つ目の「現場力とデジタルの融合化」に関するコメントをみると、「デジタルの活

用」と「デジタルとの融合」の 2 つが、ほぼ共通したキーワードであることがうかがえ

る(上図参照)。 

まず、「ものづくりでは、匠の技を尊重させた IT 技術との融合から継承へ」。この回

答は、「過去、匠の技は IT 技術で効率化させる（させたい）」という気持ちが後押しして

きた。次の「強い現場力、人財力を活かせるシステムづくり、デジタルアプローチとの

融合化が必要」や「改善のプロセスのどこをシステム化し、どこを人に頼るのか検討が

必要」であること。こうした「デジタルと現場を上手に融合する」ことができれば「強

みを維持できる」。「鬼に金棒」。「デジタルを活用して、非効率を解消すれば日本の現場

力も、欧米と競争できる」といったコメントが得られた(上図参照)。 

二つ目の「製品・商品開発力の強化」については、サービスとソリューション、タイ

ムリーの三つのキーワードが特徴的である。例えば「創出される付加価値をサービスへ

結びつけ、魅力ある商品開発力の必要性」、「顧客の必要なものをタイムリーに提供する

重要性」、「より付加価値を付けやすい『ソリューション』を提供する必要性」が強調さ

れている(上図参照)。 

三つ目は「仕組み・システム化」である。「全体を俯瞰できる人材」の重要性が指摘

されている。「全体像を描ける人材」、「4 次元的に俯瞰できる人材」などである。また、

「デジタルを活用し顧客ニーズを把握して、製品開発に生かせる人材」や「現場の技術

者と ICT を活用した仕組み（システム）やツールとをブリッジできる人材」も重要との

回答である。「ブリッジ人材」はここでも指摘されている(上図参照)。 
 

4-3. まとめ：IoT・AI 時代の人材（メンバー意見） 

新時代は IoT・AI などのデジタル技術をツールとして使いこなす時代になる。ここで

取り上げる人材を「ものづくりデジタル人材」と仮置きした。ものづくりとデジタルの

両刀使いという人材像を描き、そのイメージをΠ型人材・Π型チームと呼ぶことにした。

企業が抱える人材の現状と課題を検討するとともに、人材育成など今後の課題を整理し

た。 

4-3-1. ものづくりデジタル人材 

【 Π 型人材（部会メンバーの見方）】」 

IoT・AI 時代に必要とされる人材のイメージとしては、「ものづくりとサイバー世界

のツールの『両刀使い』となれる人材（＝Π型人材）」を挙げた人が最も多い。 

－194－ －195－



195 
 

例えば、「企画力やアイデア力が必要な上流工程では、特に一人で使いこなす必要が

ある」、「個人で 2 軸、3 軸の知識を保有することによって、強力な人財ができイノベー

ションが生まれる」などがある。その論拠は「デジタルのツールはどんどん使いやすく

なるので、一人で使いこなしやすくなる」と、この分野の技術進歩の発展のスピードが

念頭に置かれている。 

ほかには、「『ものづくり人材』が『個人』として先進デジタルツールを使いこなすこ

とが、最もアドバンテージを持ち理想であることに間違いない」、或いは「できれば個人

のほうがよい」、「Π型にならざるを得ない」などがある。 

その理由には「I 型は結局、匠の世界になってしまい深化（進化）が止まる可能性が

ある」、「Π型により展開力が増すと同時に、様々な経験を経て深化に繋がる」などがあ

る。このほか、「チームをうまく運用させる、早く結果を出す、あるいは進化させるとな

ると、必ずそれぞれの分野を繋ぐ部分が必要。」それゆえ、「Π型人材の存在が必須」、「Π
型にならざるを得ない」という。 

【チームとしての Π 型（部会メンバーの見方）】 

Π型人材を目指すには、「個人として限界がある」、「個人として使いこなすにはハー

ドルが高い。」それゆえ、「チームとして Π型であればよい」とする見方がある。 

チームとしての Π型を目指すにはその中心メンバーとしてのリーダーの存在が不可

欠。個々の構成メンバーには、「デジタル化技術の原理・原則・有効性（投資対効果）・

課題・用語・使い勝手などの基本知識」が、コミュニケーション上の観点から全員必要

となる。 

しかし、Π型のチームは一朝一夕にはできない。「企業としては、初期はチーム力に

よる基盤づくり、以降は個人の成長・台頭による発展、そしてタスクフォースの形成 の
繰り返し」になるという。 

ある一時点の状態に着目するのではなく、時間の要素を織り込んで考えるという視点

がうかがえる。 

【ものづくりデジタル人材の育成（部会メンバーの見方）】 

個人が両方身につけるという考え方に対し、「7～8 人」のチームとしてできればよい

とする見方がある。そこでものづくり人材がチームとして、先進デジタルツールの両刀

使い（Π型）になるための条件を検討した。 

デジタル系の人材育成を行うに際し、「初めはアウトソースの支援が必要だが，最終

的にインソース化することを見越すべき」など、「最終的にはインソースが必要」とされ

るが、「一気にではなく、時間を追って進めるべき」。 
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ものづくり人材が、チームとして先進デジタルツールの両刀使いになるには、デジタ

ル技術に対する興味と機会が重要。また、先進デジタルツールを駆使したシステムを作

ったり、運用したりしたことがある経験値が必須。経験を積ませる仕組みづくりが必要。 

もっとも両刀使いになれるのは「一部の技術者に限られる」から「チームとして多能

技術者化すれば良い」。また「チームとして成果を出し続けることによって、一人ひとり

が広い知見を持てる可能性が広がり、機会が増える」。 

こうした Π型人材は、生産系組織の中から生まれる。一方、チーム作り･アウトソー

シング･人材採用については、「つなぎ役・触媒となる人材が必要」「全体を俯瞰し、全体

最適を実行できるチームリーダーの存在が必要」「アウトソーシングする場合は、ブリッ

ジ役が MUST」とリーダーとブリッジ人材の必要性が指摘されている。 

ブリッジ人材（つなぎ役、触媒となる人、ブリッジ役）は、同時に「チームリーダー」

の要件やデジタル化に関する基本知識と、本来のものづくりの専門知識も兼ね備えてい

ることが求められる。 

【有識者の見方】 

AI 時代になると「職がなくなるのではなく、作業のやり方が大きく変わる」。人工知

能の進化により、人間の行う仕事は「作業」から「マネジメント」へと大きく移行する

という。 

また、従来の日本企業が評価・育成してきた「考える」、「試す」といった人材にとど

まらず、従来当たり前に行われてきたアナログ業務の中から IoT に取り組むべき課題の

存在に『気付く』人材、デジタル化の利点や必要性を顧客などに『伝える』ことのでき

る人材も必要になるという。 

4-3-2. 企業が抱える現状と課題、部会メンバーの見方 

【人材に関する問題意識と現状認識】 

新次元の製造業と人材に関するメンバーの関心をみると、人材の役割・能力、現況と

課題、新次元に向けた対応や変革の進め方などが挙げられる。また、ものづくりに必要

なデジタルリテラシーやその習得の在り方などにも高い関心がみられる。 

【既存人材の教育・研修】 

IoT・AI 時代の社員の再教育・研修では、「生産現場人材のデジタルリカレント教育」

「生産技術者がデータ収集・活用まで可能となるための言語体系を含めたデジタル再教

育」などへの関心が高い。 
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なお、この点に関するドイツ連邦政府の報告書では、「デジタルデバイドを避けつつ、

新しいデジタルネイティブを教育し、既存の従業員を再教育しなければならない」とあ

る。 

再教育・研修の方法については、業界団体の講習会と大学や研究機関のプログラムが

期待を集めている。 

ドイツではデジタル変革を見据えた教育改革が始まっている。職業教育プログラムで

は、RAMI4.0、OPC UA、プログラミング、IT システム管理などの科目名が挙がってい

る。また、社会人にも利用可能な継続学習機会が用意され始めている。無料オンライン

教育システム（MOOC）はその一つである。 

【人材ピラミッドと層別対策】 

IoT・AI 時代の人材については、「人材」という全体をひとくくりにした議論ではな

く、人材ピラミッドの層ごとの対応という視点が重要だという。現場のオペレータ、マ

ネージャークラス、経営層の各層に応じて先進技術への関与の仕方が異なる。 

経営層の関与の仕方については、必ずしもデジタルの個別スキルは必要ない。むしろ

先進技術の必要性の理解と何ができるかの想像力が必要であり、全社的推進に注力する

べきなど、経営本来の舵取りが期待されている。概して上位層に行くほど、一つを掘り

下げる視点から全体を広く浅く俯瞰する視点が重要になるとみている。 

【 IoT・AI 時代の新たな強みと人材】 

従来、日本の製造業の強みは、現場力にあるといわれてきた。しかし、IoT・AI 時代

という新時代においても通用するのか。メンバーの議論では、もはや強い現場は見られ

ないとの見方が支配的である。 

デジタル化のような言語化、論理化、システム化といったアプローチは、日本は苦手

であり、弱みとされている。克服策としては、日本は製造現場やハードウェア領域の強

みを最大限活用して、より付加価値を付けやすい「ソリューション」を顧客へ提供する

という提案があった。人材面からは、日本人は指示に対しては的確に動く能力は長けて

おり、「求められる資質」は、経験をマネジメントすることにより育成できるという。 

また、新たな強みとして次の 3 つが挙げられる。第 1 に、ものづくりでは、匠の技を

尊重させたデジタル技術と現場の融合・継承である。改善のプロセスのどこをシステム

化し、どこを人に頼るのかという検討をとおして、強い現場力と人財力を活かせるシス

テムづくり（デジタルアプローチ）との融合を図る。デジタル技術を活用して、非効率

を解消すれば、日本の現場力も、欧米と競争できる。 
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第 2 に、製品・商品開発力の強化。これは、サービス、ソリューション、タイムリー

の 3 つがキーワードである。 

第 3 に、「仕組み・システム化」。そのためには、全体を俯瞰できる人材、全体像を描

ける人材、4 次元的に俯瞰できる人材」、「デジタル技術を活用し顧客ニーズを把握して、

製品開発に生かせる人材、現場の技術者と ICT を活用した仕組み（システム）やツール

とをブリッジできる人材が必要であり重要である。 

4-4. 残された課題～人材育成など 

本事業で指摘された課題や必要性を摘出し、整理したものが以下の諸点である。 

1. 現場力に関する課題：デジタル化された新しい現場力 

1-1.もはやデジタル化は不可欠の途であり、避けて通ることはできない。ものづく

り環境の変化を踏まえ、「デジタル化された新しい現場力」を追求することが必要 

2. デジタル化の捉え方と課題：ものづくり能力にデジタル・ケイパビリティの取込み 

2-1.数式化や原理・原則の科学的・工学的表現・知見には弱みがある中で、工学的

原点への回帰の重要性を認識しつつ、先進デジタル技術との融合を進めていくこ

とが必要。 

2-2.エンジニアリング力の強化とともに先進デジタル技術の進化に合わせながら、

これを使いこなせるものづくり能力を涵養・発展させることが必要。 

2-3.ものづくり能力にデジタル・ケイパビリティを取り込むことが必要。 

3. 先進デジタル技術の使いこなしのために求められる要件と課題 

3-1. DT・CPS などの先進デジタル技術を使いこなせることが必要。 

4. IoT・AI 時代の人材像の検討課題：Π 型人材・Π 型チームとリーダーの資質・能力 

4-1. 2 軸 3 軸にわたる専門知識を有する Π型人材を目指すことが必要。 

4-2. Π型チームには「つなぎ役」「触媒役」「ブリッジ役」の存在が必要。 

4-3.キーパーソンに求められる「相反するような複数の視点」「全体俯瞰」「全体最

適」「本質を問い本質を見抜ける」といったコンピテンシーの涵養が必要。 

4-4.以上の必要性を満たすような先行事例が必要。 

5. これからの人材に必要な能力と人材ピラミッド各層の役割 

4-1. 必要な能力として全体俯瞰力、想像力、論理的思考力、本質を見抜く教養力、

デザイン思考、説得力、課題設定力など、物理現象を可視化・解析するツールや
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シミュレーションツールとしても有意義な DT/CPS、AI などの先進デジタル技術

をいち早く使いこなせることなどの検討。 

4-2. 人材ピラミッドにおけるオペレータ層、マネジメント層、経営層など役割の検

討。 

6. 日本が目指すべき新たな強みと方向と支え得る人材像とその育成 

6-1.ハードウェア＋アルファ～「+アルファ」のさらなる検討。 

6-2.IoT・AI 時代に求められる人材の呼称。 

6-3. IoT・AI 時代に求められる人材の育成。 

7. デジタルトランスフォーメーションの検討：RTB と CTB 

7-1.新たな強みとなる方向に事業と事業組織を変えていく事例の検討。 

7-2.RTB 事業に CTB 組織を並列的に導入し、新組織に移行した例(タスクフォース

のような事例)の検討。RTB と CTB どちらを議論するか、両方か。 

8. デジタル化の一方で「裏付けとなる基盤技術を整える仕組み」の検討 

9. 社会に出てからも学び直す「継続学習」機会に関する検討 

以上 
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1.専門部会メンバー認識調査 

1-1. 専門部会メンバー認識調査（事前アンケート） 

1-1-1. 事前アンケート調査票 

IoT・AI 時代のものづくりと人の役割変化への対応調査研究」に関する 
事前アンケート(平成 29 年 9 月実施、同月回収) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  本アンケートは、「IoT・AI 時代のものづくり人材調査専門部会」（以下、専門部会）の発

足に当たって、事前に委員の皆様のご意向、ご希望を伺い、今後の調査検討の参考にさせ

て頂きたく実施するものです。大変ご多忙とは存じますが、ご協力よろしくお願い申し上

げます。 
（回答者） 

 
 
 
 
A．部会に参加された理由／問題意識についてお答え下さい。 
該当する番号を回答欄に記入下さい。その他の場合は自由に記述下さい。（以下、同様） 
 

1. IoT・AI 時代の理解を深めたい 
2. IoT・AI 時代の「人材」に関する理解を深めたい 
3. デジタル化・ネットワーク化に伴う新しい現場力に関する理解を深めたい 
4. IoT・AI 時代に求められる「人材」像やその役割・能力について考えてみたい 
5. IoT・AI 時代に向けたこれからの人材確保・育成についてよく考えてみたい 
6. IoT・AI 時代に向けた自分の周りの業務の進め方を抜本的に見直してみたい 
7. その他（                           ） 

回答欄    
B．各委員の現在の携われている業務をお答え下さい。 

１．経営企画、 ２．事業戦略、  ３．IT・IoT 推進、 ４．人事  ５．人材開発・

研修、 ６．生産技術、 ７．生産管理、 ８．製造技術、   ９．研究・開発・設

計、 １０．調達、 １１．営業・マーケティング、   
１２．その他従事業務名（                 ） 

回答欄    
C．IoT・AI 時代と聞いて思い浮かべることは何ですか。 

【参考】CPS：Cyber Phsical System、 DT：Digital Twin 
1. IoT・AI 時代になると製造業のパラダイムがシフトする 

ご 所 属 先   

ご 芳 名  

e-mail  
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2. 製造業は、CPS・DT などデジタルの概念やツールを利用して生産性を高められる 
3. 製造業は、CPS・DT などデジタルの概念やそのツールを利用して新しい付加価値

を実現できる 
4. 製造業は新しいビジネスモデルの開拓と BPR（ビジネス・プロセス・リエンジニ

アリング）が必要になる 
5. 製造業が CPS・DT などデジタルの概念やツールを使いこなすには時間がかかる 
6. 製造業が、CPS・DT などデジタルの概念やそのツールを利用するには再教育・研

修が必要だ 
7. 製造業は IoT には対応できそうだが、AI(人工知能)を使いこなすのは難しい 
8. IoT・AI 時代に対応していくための協力先の選定が困難だ 
9. IoT・AI 時代に対応していくための協業は、データ所有権やセキュリティの問題

が障壁になる 
10. IoT・AI 時代に対応していくことは実際問題としては難しい 
11. その他（                             ） 

回答欄    
D．IoT・AI 時代にこれから必要になる人材とはどのような人材だと思われますか。 

※個人的なご意見で結構です。 
1.ものづくりとサイバー世界のツールの両刀使いとなれる人（Π型人材のイメージ） 

1.1 サイバー世界のツールを自らうまく使いこなせる人 
1.2 サイバー世界のツールを使いこなすためのシステムを自ら構築できる人 
1.3 デジタル化・ネットワーク化を推進できる人（TAKUMI4.0） 

2.サイバー系企業にツールを使いこなすためのシステムづくりを正確にアウトソー

シングできる人 
2.1 サイバー系の専門家にものづくりで必要としていることを翻案して橋渡しで

きる人 
2.2 サイバー世界のツールやツールを使いこなすためのシステムのアウトライ

ン・全体像などを描ける人 
2.3 サイバー世界のツールやツールを使いこなすためのシステムを選定できる人 

3．その他（                           ） 
回答欄    

E．企業におけるデジタル化・ネットワーク化の課題について 
※個人的なご意見で結構です。 

1.デジタル化・ネットワーク化（IoT 化、AI の導入・活用）に向け何が障碍になると

思いますか。 
1.1 全体像を描ける人がいない 
1.2 橋渡しできる人がいない 
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1.3 選定するだけの知識のある人がいない 
1.4 経営層の理解が十分とはいえない 
1.5 最新技術をビジネスにつなげる人がいない 
1.6 その他（                        ） 

回答欄    
2.その障碍をどのように克服していけば良いと思いますか。 

2.1 専門の部署を新設して管掌する 
2.2 外部の専門家に相談する 
2.3 外部の講習会に派遣する 
2.4 各現場ごとに自己啓発で対応する 
2.5 その他（                        ） 

回答欄    
F．IoT・AI 時代における社員の再教育・研修 or 継続教育・研修・訓練 の進め方で 
重要と思われるのは何ですか。 ※個人的なご意見で結構です。複数選択可。 

1. 再教育・研修の内容 
1.1 生産技術者がデータ収集・活用まで可能となるための言語体系を含めたデジタ

ル再教育 
1.1.1 データの扱いの意味を理解し、ツールを利用できるミドルレベル(ユーザ

ー側と各社製混在の制御側の相互理解が可能な形式に変換する国際規格

に則ったリカレント教育 
1.2 シミュレーションの活用により開発を進める「モデルベース開発」 
1.3 CAD/CAE 等のデジタルツールの活用方法 
1.4 生産ラインシミュレーションを活用したデジタルものづくりの考え方やノウ

ハウ 
1.5 生産現場人材のデジタルリカレント教育 

1.5.1 生産現場の人材がソフト側の言語やスキルを理解し、ベンダーに依存しな

い形でデータの利活用を実施できる 
1.5.2 現場生産者を対象としたデジタル技術(含データの利活用)のリカレント教

育 
1.5.3 現場生産者を対象とした自社内生産性向上と新たなエンジニアリングサ

ービス提供におけるデータの利活用の考え方と活用方法 
1.6 その他（                        ） 

回答欄    
2. 再教育・研修の方法 

2.1 大学等教育機関や研究機関の主催教育プログラムへの参加 
2.2 民間の教育研修機関のプログラムへの参加 
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2.3 社内外の e-Learning 等の活用 
2.4 海外大学の MOOC に参加 
2.5 業界団体が主催する講習会への参加 
2.6 その他（                         ） 

回答欄    
3. 再教育・研修費用の負担 

3.1 自己負担とすべき 
3.2 会社が全額負担すべきだ 
3.3 一部は公的支援が必要だ 
3.4 公的支援、会社負担、自己負担のバランスをとるべき 
3.5 その他（                        ） 

4. その他（                           ） 
回答欄    

 
G．本専門部会での検討項目（以下、たたき台）として関心のある項目に〇印をお付け 
下さい。また、これら以外に取上げたい項目がありましたらその他欄に内容をご記入下さ
い。 

 ○印 

1. 「人材」を検討するにあたっての前提の明確化  

 1.1.対象領域・範囲・スパン・用語の整理・明確化  

1.2. これまでの日機連における議論の概要  

（製造業のパラダイムシフト、デジタル化・ネットワーク化，PC2Be ダイナミックサイクル、

TAKUMI4.0、ヒトの役割と新しい現場力など） 

1.3. 急速に変化する技術革新の現状での捉え方  

（シンギュラリティまで考えるか、特定用途別 AI、IoT 、AM,５G,等） 

1.4. デジタル化・ネットワーク化の進め方のイメージ  

2. IoT・AI 時代を迎える「新次元の製造業」  

 2.1. デジタル化・ネットワーク化と「新次元の製造業」  

2.2. デジタル化・ネットワーク化関連技術の最新動向  

2.3. デジタル転換・ビジネス転換、カスタマイズ化  

2.4. 「新次元の製造業」における人の役割  

（新しい現場力、人とマシンの役割分担、新しい日本の強み） 

☛(仮説）従来の「強み」：現場で働く人が五感という「センサー」を磨き続けて仕

事に打ち込むという高い意識と感度に支えられていた。 

☛(仮説）これからの「強み」：元々強い現場が、人と機械等のセンシング能力を

IoT 等でアップし、AI も活用して更に強くなること。⇒業務に携わる人の働きが鍵

⇒ センシング能力の高い人が、「センサー」を備える機器などの情報（IoT）や AI

といった最新テクノロジーやシステムを使いこなせること。デジタルリテラシーが

必須に？ 

上欄に対する貴見（                               ） 

 
3. 「新次元の製造業」を担い、支え、リードする「人材」  

 3.1.「人材」の現況と課題  
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業務遂行上の問題点（TV 会議等 ICT 技術の活用や情報共有上に内在する無駄・非

効率）、最新テクノロジーの精通人材充足度・レベル感 

3.2. 「新次元」に向けた対応や変革の進め方  

ビジネス革新とビジネス転換、既存の事業継続と事業変革の併進（RTB,CTB,BPR）、

商機に対する感度など組織風土の見直しと推進人材 

3.3.「新しい現場力」を支える「人材像」役割・能力  

「人材」に求められるデジタルリテラシーとは（必要な能力・コンピテンシー）、変

革リーダーの資質などの検討、従来の人材との異同など 

上欄に対する貴見（                                ）

 
4. 人材育成と環境整備の方向性  

 4.1. ものづくりに必要なデジタルリテラシーの検討  

4.2. 同上のデジタルリテラシー習得の在り方  

社内外の教育プログラムへの参加(産学連携、MOOC,e-Learning) 

4.4.期待される公的支援と業界団体の役割  

上 欄 に 対 す る 貴 見

（                                     ） 
５．その他（上記項目以外に取上げたい項目）※自由記述 

  

 

略語：IoT(Internet of Things),AI(Artificial Intelligence),PC2Be（Physical =As Is Cyber Physical 
=To Be）、AM(Additive Manufacturing),RTB(Run the Business),CTB(Change the Business), 
BPR(Business Process Reengineering),MOOC(Massive 

H.専門部会で話を聞いてみたい講師候補、その他ご意見・ご希望をご記入下さい 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

以上 
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1-1-2. 事前アンケートの調査結果 

1-1-2-1. 事前アンケートの調査結果 その 1 
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1-1-2-2. 事前アンケートの調査結果 その 2 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－208－ －209－



209 

1-2. 専門部会メンバー認識調査（12 月アンケート調査） 

12 月アンケート：部会で浮上した論点に関するメンバー認識調査 
実施時期：平成 29 年 12 月実施、平成 30 年 1 月回収 

1-2-1. 12 月アンケート調査票 

平成 29 年 12 月 
IoT・AI 時代のものづくり人材調査専門部会 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
本表は、本専門部会におけるこれまでの議論（新時代のものづくりのトレンド、

新しい現場力，人の役割変化への対応など）を大胆に整理してみたものです。適宜

コメントをいただければ幸いです。 
作表に当たり、これまでの専門部会での議論に出たキーワード（例えば、過去、現

在、未来という「時間軸」や、「IoT/AI 時代のものづくりとは」、「人材」、「現場」

など）を基に、「1.世界のトレンド」や「2.ものづくり世界のトレンド」、「3.ものづ

くり人材」といった観点から整理してみました。特に「2.ものづくり世界のトレン

ド」右端欄のＡ～Ｆあたり（それ以外でも結構です）を中心に Q1～Q12 等にコメ

ントをお願いします。p３以降はご参考までに専門部会での議論をさらに細かいレベ

ルで整理したものです。 

1.ものづくりを取り巻く世界のトレンド 
 過 去 現 在 未 来 

産業革命 第 1～3 次（蒸気、電

力、コンピュータ） 
第 4 次(ＩｏＴ／ＡＩ）の始まり 第 4 次（IoT/AI）本格化 

情報通信 電信・電話  インターネット  産業インターネット 

社会の特徴 工業社会  ソーシャルネットワーキング 産業のネットワーキング 

先端技術 コンピュータ  スマホ、IoT/AＩ（導入期） IoT/AI（普及期） 

生産の態様 大量生産、摺合せ 変種変量、モジュラー化 カスタマイズ、パーソナライズ 

2.ものづくり世界（含現場）のトレンド   
 過 去 現 在 未来 

技術  摺合せ優位 
システム化、モジュラー化 

優位 

スマート化・インテリジェント

化、システムのシステム化 

基盤技術 

（鋳鍛造、溶接

等の要素技術）

匠の世界 
匠とシミュレーション 

匠の継承問題  

DT/CPS，高精度モデル化 

高精度シミュレーション 

数式化で海外比遅れ？ 

技能・スキル 
暗黙知の追及 

経験知の尊重 

形式知化 

システム思考の浸透  

デジタルツールの普及 

先進技術の使いこなしが鍵 

スピード・変化対応力 
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(日本の)現場 強い現場力が売り 現場力の綻び？  
現場力は訴求点足りうる

か？ 

現場主義 
生産現場  

開発設計現場 

過信がある？ 

もともと弱い？ 

現場主義は将来とも有効か 

アイデア力/競争力/信頼性

⇒設計力が勝負のポイント?

５ゲン主義 

現場・現物・現実 

 

原理・原則 
 

三現主義の実践度合？ 

同左の科学的表現に弱い？

 *数式化、モデル化  

 *論理化、体系化、言語化 

 *システム化、モジュール化 

デジタル化は進むがエンジニ

アリングへの原点回帰がさら

に必要？ 

 
 
 
 
 

Q1 ☛A.基盤技術等の数式化では海外比遅れているとの指摘があるが，いかがお考えか。

  Q1.コメント：    
Q2. ☛B.先進技術が使いこなせることも強みになるとの指摘がある。貴見は如何か。

  Q2.コメント：    
Q3. ☛C.D 日本が強いとされる生産現場はこれからも日本の強みになりえるか、その

ための条件は何か。  
 Q3.コメント：    

Q4. ☛E..開発設計現場の現状は?、今後強みにするための条件は何か。  
 Q4.コメント：    

Q5. ☛F..原理原則の科学的表現に関し、工学の原点回帰が重要との指摘がみられた。

貴見は如何か。  
 Q5.コメント：    

2.その他：言い足りないこと、違和感があること、注力したいこと、採りあげたいこと

など   
 2.その他のコメント：    

3 IoT・AI 時代のものづくり人材について  
 
 
 
 

Q6.個人 
・「ものづくり人材」が「個人」として先進デジタルツールを使いこなす（I 型≦Ｔ型≦Π型）注 

・必ずしも一人で使いこなせなくてもチームとして使えればよい(チームとしてのΠ字型） 

  Q6.コメント：   

●上の 2.の表に関するコメントのお願い：ものづくり世界のトレンドについて過去、現在、未来の時間軸に沿っ

てキーワードを中心に整理したものです。本表のうち、特に「現在」「未来」の欄（Q1~Q5 の設問）について

は、広く委員諸氏の意見を取り込みたいと思います。 「その他」欄には Q1~Q5 以外の点も含めて幅広のコメ

ントをお願いします。 

本ページは、ものづくり人材に関して、前回の議論を踏まえ、人材ピラミッド別（個人、集団、組織）に分けて

整理してみたもの。専門部会での議論をさらに深堀するために、Q6~Q8 へのコメント及び Q9~Q12 へのご回答

をお願いします。 

注 I 型：特定の専門分野、T 型：

I 型に広い知見も具備； Π型：二つ

の専門分野に通暁 
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・日本社会は「ハイコンテキスト注社会」、言語化・論理化が苦手 注：文脈や背景、言外の意味を重視する姿勢

・個人が両刀使いになるというより、7～10人のチームとしてできればよい

　例、モノづくり人材とIoT/AI系～異質な人材のバランスを取る要あり

・モノづくり人材がチームとして先進デジタルツールの両刀使い(Π字型）になるために必要な条件は？

・アウトソーシングする場合に必要なこと

　例、外部デジタル人材と従来型人材のブリッジ役の存在が必要

・インソースする場合に必要なこと

　例、内部のSEに追加研修して育成(プロバイダー系）、優秀な人材を採用し自前主義で行く（セーレン:福井県繊維業）

Q7.コメント：

Q7
集団

 

・人材ピラミッド各層ごとの先進デジタル技術の習得（＝使いこなせるようにすること）

例、生産拠点間の統合運用（生産・調達・営業支援等最適化）

例、生産拠点の統合運用（品質管理、保守保全、検査体制、PLM等）

例、デジタル生産システムの一括管理（設備保全、修理、等々）

Q8.コメント：

Q8.
組織

オペレータ層

経営層

マネジメント層

 

Q9.コメント：

Q9..総じて、今まで日本は「強い現場力」が売りであったが、これから「求められる資質」である「論理化」「システム
化」、「体系化」、「モジュール化」、「言語化」、「数式化」といったデジタルアプローチは日本は苦手とされてきた。
一方、独米などの先進国や中国など新興国製造業などはデジタルアプローチは得意とされる。日本が目指すべき
「新たな強み」となる方向は？またそれを支える人材像はどうあるべきか。☛ｐ3、Ⅱ-3もご参照

 

Q10コメント：

Q10.「デジタルアプローチ」に関連して、顧客の真のニーズが読めない。我々も顧客もともにIoT.AIを使って賢くな
る。誰もが同じものをつくれる世の中になったとき、「ハード+アルファ」が必要になる。顧客と共創して価値を発掘
するなどの意見がみられた。この「＋アルファ」にはどのようなものが考えられるか。

 

 

Q11コメント：

Q11.部会の議論では「デジタルアプローチ」とともに「直観力」も重要だとの指摘があった。仮説検証に際し、問題
設定力、問題抽出力、問題を作り出す能力、さらに「最も重要な仮説を見抜く力」としての直観力の重要性である。
この議論に関してほかに付加すべきキーワードや意見があればご記入ください。

 

Q12..「機械系が使えるツール」とはどのようなイメージか？

Q12コメント：  
3.その他(例えば部会の議論を全般的な議論のまま進めるか、基盤技術、保守保全・品質管理などの分野に絞るか等） 

3.その他のコメント： 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
以上 
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1-2-2.12 月アンケート実施時同時配布資料 

1-2-2-1. 調査票に添付した参考資料(第二回議事要旨) 

参考資料：IoT・AI時代のものづくり人材調査専門部会

Ⅱ.第二回専門部会（H29.10.23)での議論概要と第三回配布資料の概要

Ⅱ-1..全体のとりまとめ方向感 第三回配布資料ｐ1

1. 正解は無い、発散も可、多面的に議論

2. 地に足がついた提案を

3. 多面的なところをそのまま纏める

4. モノづくり企業の人間とは（TAKUMI4.0を踏まえて）

5. デジタル人材、モノづくりデジタル人材、ものづくりのCPSマネージャー,---名称は？

Ⅱ-2.デジタル人材とツール 第三回配布資料ｐ1

1. デジタル人材と「ツール」の議論を同時並行的に

2. 機械系の人が使える「ツール」があって始めて議論できる

3. IT系の人にどのような「ツール」を作ってもらい、どのように教育するか

4. 今いわれているIT系ツールは10年後にはどの産業でも当たり前に使われている(コモディティ化)

5. そこからどのような付加価値が出てくるか～考えるべき

6. 人の命に直結しているデータを扱う食品、自動車では先行というイメージ 第三回ｐ23,24､61,追加ｐ4

7. 鉄鋼・プラント系も設備予防保全や人工知能の活用で先行のイメージあり

8. デジタル人材育成～日本独特のアプローチ
⇒人を教育するという発想欠如、できる人材を調達（欧米IT部門マネージャー）

デジタルツール 最新の思考プロセス等
1.シミュレーション系 ・デザインシンキング

2.モデリング系 ・リーンスタートアップ

3.データハンドリング系 ・アジャイル開発

4.センシング系 ・デジタルトランスフォーメーション

5.ロボット系 第三回配布資料ｐ1

6.人工知能系（DL：生成モデル、識別モデル）

7.ビッグデータ

8.VR,AR,MR

9.AM(3Dプリンティング）

10.ブロックチェーン

11.RPA:Robotic Process Automation 第三回配布資料ｐ2

第三回ｐ21,22,25、
ｐ59、追加ｐ10
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Ⅱ-3.現場の捉え方 第三回配布資料ｐ1，50

1. システム化⇒現場の人は聞く耳を持たない

2. 現場の匠が「睨み」を効かせている

3. 「ルールを守らない」日本の現場？

Ⅱ-4.ものづくりとITの両刀使い 第三回配布資料ｐ1

1. 機械系にITスキル vs IT系に機械スキル

2. Π型人材とΠ型のチーム

3. IT系人材の中途採用⇒応募者の要求の次元が異なる、機械系とのシナジー疑問

4. 機械系とIT系の交流、両者のブリッジという視点も

5. アウトソースの後のインソースの部分でどう活用していくかという制度設計の視点も

Ⅱ-5.IoT・AI時代のものづくりの捉え方 第三回配布資料ｐ1

Ⅱ-5-1.問題意識

1. 製造システム、エンジニアリングチェーン全体のネットワーク化
デジタル空間（サイバー空間）でのモデル化とシミュレーションが可能に

2. 競争領域
モジュール化（含コア技術）によるブラックボックス化
コア技術の進展を反映したモジュールの交換を可能に

3. 協調領域 　　　
モジュール間の標準化

4. 製造業のサービス化 　　
「製品の搬送」から「製品製造ソフトウェアの遠隔送信」化の進展 　　
例.物売り⇒製造ソフトウェア自体の販売・送信、客先で3DPrintingで任意出力
例.予知予兆検知サービス、修繕補修の最適化サービス等々 　　
例.顧客が真に欲するところを発掘、ハードウェアとサービスを

共創、システム化、提供するサービス  
Ⅱ-5-2.新次元の製造業

概念、定義 参考：第一回配布資料のｐ15、ｐ23～31のうち

特にｐ23,26,28,29､31

Ⅱ-5-3.デジタル化の前提 第三回配布資料ｐ9、ｐ47

Ⅱ-5-3-1.階層別デジタル化（I4.0のステップ案）
1. 標準化
2. リーン生産体系
3. 意識改革
4. デジタル化・ネットワーク化

Ⅱ-5-3-2.リーンプロダクション
1. リーンとは 第三回配布資料ｐ1.ｐ48、ｐ49

2. リーン生産が目指すところ
3. リーンのツール

Ⅱ-5-4.段階別デジタル化の推進

1.電算化 第一回配布資料ｐ50、ｐ51

2.つなぐ
3.見える化
4.現象理解
5.予測
6.最適化：他の工程、他のサプライヤーとの工程統合  

Ⅱ-5-5.デジタル化の目指すゴール像(プロダクトイノベーション関連） 第三回配布資料ｐ1

Ⅱ-5-5-1.マスカスタマイゼーション
1. FMS,RMS,IMS（変動対応可能、柔軟性、自律性の高い生産プロセスの構築）
2. インテリジェントファクトリー
3. スマートファクトリー、スマートサプライチェーン

Ⅱ-5-5-2.　パーソナライゼーション
・一品受注生産の断トツ高度化・合理化・効率化  
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Ⅱ-5-5ｰ3.遠隔操作・遠隔可視化
1. 遠隔監視、遠隔保守・予防保全・予知保全、設備保全・品質管理
2. .遠隔制御の高度化：ソフトウェア転送によるアップグレード
3. 遠隔地生産（3Dデータ送信・現地出力による製造システム）

Ⅱ-5-5-4.出荷後の製品の生涯トレース(PLM（製品全生涯管理）、英国のTES）  

Ⅱ-5-6.デジタル化の目指すゴール像(プロセスイノベーション関連） 第三回配布資料ｐ2

1. 全バリューチェーンのネットワーク化
2. 部門間・工程間・工場間の情報連携・共有化
3. サプライヤー間との情報連携・共有化
4. ユーザー間との情報連携・共有化と価値の共創
5. 検査・計測工程の自動化（ヒト、五感からの脱却）

Ⅱ-5-7.二極化の進展 第三回配布資料ｐ2

1. 新興国と先進国
2. 大企業と中小企業
3. ホワイト層とブルー層
4. LTB と RTB
5. モノづくり人材とIT人材

Ⅱ-6.IoT、デジタルトランスフォーメーション 第三回配布資料ｐ1、ｐ19、追加資料ｐ8

Ⅱ-6-1. 既存の機器、設備、装置、生産プロセスのデジタル化、自動化～IoT・ＡＩ

Ⅱ-6-2. モジュール化、システム化による生産システムの抜本的見直と事業領域の見直し

Ⅱ-6-3. 生産組織構造、事業構造の見直しと業務革新の併進

Ⅱ-6-4. 製造業がIT企業体のように変身

Ⅱ-6-5. AIのコモディティ化
1. これからコモディティ化していく
2. 既にコモディティ化している

 
Ⅱ-7.IoT、デジタル変換と人材 第三回追加ｐ16

Ⅱ-7-1問題意識 第三回配布資料ｐ1

Ⅱ-7-1-1. 人材も同様に「変身」する必要？
Ⅱ-7-1-2. ICT系のスキルをどうやって身につけていくか（両刀使い、Π型人材像）
Ⅱ-7-1-3. ICT系の発想、システム化、モジュール化、デジタル化、

人工知能等のソフトウェアの使いこなし

Ⅱ-7-2.本専門部会で取り扱う人材の呼称をどうするか 第三回配布資料ｐ2

Ⅱ-7-2-1. デジタル人材
Ⅱ-7-2-2. モノづくりデジタル人材
Ⅱ-7-2-3. ものづくりのCPSマネージャー

Ⅱ-7-3対象人材 第三回配布資料ｐ2

Ⅱ-7-3-1. ものづくりと IT の両方が分かっている人材(両刀使い、Π型人材）
Ⅱ-7-3-2. データを扱える人材（収集、分析）・・・IoT、BigData、AI

 　　データ活用できてマネジメントできる人材

Ⅱ-7-4.検討ステップ 第三回配布資料ｐ2

Ⅱ-7-4-1. ものづくり人材に いかに新しいデジタル技術を身につけてもらうか 

Ⅱ-7-4-2. 外部から専門人材を取り込む
Ⅱ-7-4-3. 内部人材を教育研修して育成
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Ⅱ-7-5.　Π字型人材 第三回配布資料ｐ3

Ⅱ-7-5-1. Π字型人材(ものづくり→ICT)

1. 機械・電気等のものづくり技術保有者が「デジタル技術を身に着けた」場合

2. 現場の人がデジタル技術を身に着けるプロセス、経緯等

3. 生産技術、製造技術、開発、設計、保守メンテナンス、検査・計測、検出技術等々の

各技術分野別のデジタル化の課題と求められる能力、必要となるヒトの役割

4. 「デジタル人材」の採用経緯、配属先、役割、職務、地位、処遇、

キャリア展望、人事的な課題

Ⅱ-7-5-2. 逆Π字型人材（ICT→ものづくり）
IT系の情報技術者が機械・電気等ものづくり技術を身に着けた場合

Ⅱ-7-6.　必要とされる役割 どういう人材が必要か 第三回配布資料ｐ4、ｐ6

Ⅱ-7-6-1. 匠の技の継承 第三回配布資料ｐ6

1. もし将来にわたって「匠の技」が必要になるなら、
2. これからデジタル化・ネットワーク化技術の進展によって減少する匠の領域を

どうやって維持・継承・深化・進化させていくのか。
3. そもそも継承／伝承が可能か？⇒日本の強みはどうなるか？

Ⅱ-7-6-2. 推進人材 第三回配布資料ｐ4

1. イノベーションリーダー（デジタル化すべきを企画立案する人材）
2. 実際に導入の段取りや導入ブロセスを設計する人材
3. 全体のシステム、プロセスをみることができる人材
4. ベンダー系との協業

Ⅱ-7-6-3. 受け入れ人材 第三回配布資料ｐ4

1. デジタル化によって従来の仕事のやり方を変える必要に迫られる人材
2. デジタル要員：自動化プロセスの状態を「聞く」ことができる～要研修
3. デジタルリテラシー

Ⅱ-7-6-4. アウトソーシング担当人材 第三回配布資料ｐ4

Ⅱ-7-6-5. 「橋渡し人材」(ものづくりとＩＴ／ＡＩ系両専門語の翻案、翻訳人材）
＊ デジタル専門家と従前のエンジニアや社員との「橋渡し人材」の必要性

Ⅱ-7-7.　求められる能力・スキル・資質 第三回配布資料ｐ2、ｐ4

1. 現状の当たり前から何かの気づきができる 第三回資料ｐ32,33

2. 気づきから考え、試し、伝え、動かすことができる
3. 「産業機器のデータサイエンス⇒ハードウェアに対する深い理解が欠かせない」

GEソリューションアーキテクト、ラジェンドラ・マヨラン氏

出所：日経テクノロジー展望2017、日経BP社ｐ183から

4. ものづくり技術とICT系技術・データサイエンスの両方が必要になる
4-1. 個人としてのΠ字型人材（一人の技術者に両方求められる）
4-2. チームとしてのΠ字型人材チーム  

チームとして両方のスキルが満たされればよいのか？
メンバーの中に両方のスキル保有者がいてタスクフォースのようなイメージ？

5 変化への柔軟な対応力のある人材が必要に、 第三回配布資料ｐ6

6-1. 秒速といわれる急速・急激に進む技術進歩への対応力
（特にICT系、AI系技術）

＊ 特にICT・AI系では若手の優位性は揺るがず？
若手人材の相対的比較優位に対して従来型中高年人材の再教育・訓練をどうすべきか？

若手人材にプロジェクト推進等の権限移譲の必要性をどうクリアしていくか？

＊ 若手のICT系優位と中高年の経験・熟慮判断優位の相補協調協働組織の構築
シリコンバレーでは Ballanced Team

(プロダクトマネージャー、ソフトウェア開発者、デザイナー

、データサイエンティストがチームを組む方式）

GEでは上記4職種に産業機器エンジニアが加わる方式に変革  

6-2. 組織決定の海外比遅延は国際競争力上致命的では？ 第三回配布資料ｐ6

＊ 企業組織の在り方を根本的に見直す必要があるのでは？

＊ 従来型ピラミッド型組織構造の終焉？

＊ 米軍の「海兵隊」型組織運営が範？  
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6-3. 人事評価も激変？～GE:「人事評価」⇒「能力開発」へシフト、 第三回配布資料ｐ6

＊ 上司は勤務時間の30％を部下への教育に、 第二回ｐ98

＊ 上司の役割はコーチングにシフト、パフォーマンスディベロップメント、

＊ 失敗に価値を見出す
6. その他の「資格、スキル、能力など」 第二回ｐ94、ｐ98、第三回のｐ30、36～38

＊ 業務プロセス改善手法

＊ リーンスタートアップ、アジャイル開発、デザイン思考

Ⅱ-7-8.　人材デジタル変換に伴い必要とされる人材類型の例

Ⅱ-7-8-1 チーム編成型（GE) 第一回資料ｐ122～125、第二回ｐ90～98、第三回ｐ14

推進責任者の任命（GE)
CDO（顧客に提供するデジタルサービスの開発責任者）

以下がチームを編成
プロダクトマネージャー（インダストリアル・インターネット実現がミッション）

ソフトウェア開発者 類型：プロダクトマネージャーvsプロジェクトマネージャー

デザイナー 類型：システムエンジニアvsソフトウェアエンジニア

データサイエンティスト 類型：ビジネスデザイナー vs テクニカルデザイナー

Ⅱ-7-8-2 専門職（ベイカレント・コンサルティング）
ビジネスアーキテクト（ビジネスモデルのデザイン）
オペレーションデザイナー（組織の運用設計）
スーパーエンジニア（最新のITを導入）

Ⅱ-7-8-3 専門職（㈱レイヤーズ・コンサルティング）
コア人材

マネジメント・プロフェッショナル
テクノジー・プロフェッショナル
アソシエイト

外部プロフェッショナル人材
作業スペシャリスト

Ⅱ-7-8-4 専門職（NEC）
「バリュークリエーター」　プロセス全体を統括
「エバンジェリスト」　　　顧客の「ありたい姿」を具体化
「SME(Subject Matter Expert)」ビジネスアイデアを創出できるエキスパート
「データサイエンティスト」大量データ高度分析
「ビジネスデザイナー」　　ビジネスアイデアを具体化・イメージ化

Ⅱ-7-8-5 ブリッジ人材
デジタル専門家と従前のエンジニアや社員との「橋渡し(翻案、翻訳）人材」

以上のほかに第三回配布資料のp29(NTTデータ）、ｐ22(未来投資会議資料）、p23（今後の技術者像）

 
 

1-2-2-2. 調査票に添付した参考資料(第三回議事要旨) 

参考資料：IoT・AI時代のものづくり人材調査専門部会

Ⅲ.第三回専門部会（H29.11.28)での議論概要

Ⅲ-1.変化軸：ものづくりとものづくり環境の変化

Ⅲ-1-1 時間軸/変化軸

Ⅲ-1-1-1 現在、過去、将来
Ⅲ-1-1-2 スピード感
Ⅲ-1-1-3 アイデア、気づき、即事業化の時代  
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Ⅲ-1-2 IoT・AI時代のモノづくりの変化

Ⅲ-1-2-1 IoT,AIの登場、普及加速
　テクノロジーの変化⇒ビジネスの変化

「ハードからハードをベースとしたデータ、ソフト、サービスへのシフト」
「製造業のサービス化の中でどういうパラダイムシフトが起こるのか」
「サービソロジーの重要さ」
「ユーザーとの共創による価値追求」

Ⅲ-1-2-2 デジタルツールの利用可能性拡大
Ⅲ-1-2-3 新しい概念の登場：デジタル・ツイン、CPS

Ⅲ-1-3 ものづくりが目指すべき方向感

（取り上げるべきものづくりの課題）

Ⅲ-1-3-1. 三現主義、５ゲン主義の実践度合、デジタル化の前提

現場、現物、現実、原理、原則
「きちんと実施しているか」「不実施はデジタル化の妨げに」

Ⅲ-1-3-2. 現場主義への過信～ボトムアップオンリーの危険性

Ⅲ-1-3-3. 「お客様は神様」的な対応の限界(ITベンダー等）

「現場ごとのシステムの作り込み⇒全体俯瞰性(トータルな目線）欠如」
　 「対等性」の重要さ

Ⅲ-1-3-4. 3Dの危機
Disruption,Digital,Diversity

Ⅲ-1-3-5. モノづくり企業のシリコンバレー化（ICT系）という方向

IT/システムインテグレーターが重視することを追及

「インテグレーションの重要性」
「専門性の価値低下」
「特殊技能の価値低下」

BigDataからの推論：「ものづくり人材でなくてもデータ解析ができればいいか？」

Ⅲ-1-3-6. ものづくり人材でないと「できない」領域を深化する方向

－1. ドイツ的な「論理的積み上げ」、制御方法を「数式で説明できる」ような方向

「実験根拠に基づいて数式化する力量の重要性」(追加資料ｐ17）

－2. ハウツーでなくエンジニアリング(工学）の原点への回帰の重要性

「原理・原則の科学的表現」

－3. モノづくり人材の比較優位点（CAD,CAM,CAEの理解、活用力）

☛ GEのデジタルツイン＝物理モデル＋データモデル(第一回配布資料ｐ125） 

☛ デジタルツインと従来型シミュレーションの違い

IoTの活用により状態や環境を時系列で捉え、シミュレーションに反映可能

AIの活用により、その再現性を高められること（日経テクノロジーオンライン）

 

Ⅲ-2.人材軸：人材像、人材類型、働き方など

Ⅲ-2-1. 個人

Ⅲ-2-1-1.. 呼称
－1. デジタル人材
－2. モノづくりデジタル人材
－3. デジタルモノづくり人材

Ⅲ-2-1-2.. 類型

第二回資料（Ⅱ-7-8.　人材の類型）参照
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Ⅲ-2-1-3.. 人材像(求められる人材像/役割・能力） 第三回資料ｐ32～35

－1. デジタルアプローチ
3DPrinting:

「どうモデル化しどう印刷するか」「寸法公差、凝固収縮、組織---」
デジタルツールを活用したコミュニケーションと発信力

　 「組織・空間を超えてリアルタイムで」
－2. 原理・原則で数値化・体系化できる人材

「本来ここに価値があったが今は弱くなっている」
－3. 「これをやると絶対効果が出ると言い切れる人材」

「データを集めるだけでも大変だが、集める目的の明確化ができていないと効果期待薄」

－4. 問題設定力、問題抽出力、問題を作り出す力
「一番大事な仮説は何か見抜ける力」

－5. スピードが大事～リーンスタートアップ
「GEの90日ルール」、「アイリスオーヤマの毎年6割新製品」

－6. 直観力、美学的(芸術・音楽)能力の高さ
－7. コミュニケーション能力

ダイバーシティ
共創

Ⅲ-2-2. 集団

Ⅲ-2-2-1.. Π型人材
個人としての能力というよりはチームとしての能力を

Ⅲ-2-2-2.. 「チーム」に焦点を（個人の能力としてみるばかりではなく）
10人/チーム、7人/チーム

Ⅲ-2-2-3.. 日本社会の特徴
ハイコンテキストの世界～「説明せずに通じてしまう」、腹芸」
「グローバル化でデータだけ先走り」～言語化・論理化する能力

Ⅲ-2-2-4.. 日本チームの弱いところ
原理・原則、数式化 第三回追加、ｐ17（流動凝固シミュレーションと流動解析)

「TPSは米国のMITが論理を解明し体系化した」
Ⅲ-2-2-5.. 「より複雑化するシステムへの対応力が必要」

「⇒多様な経験がものをいう世界」
「日本は個人が企業に就職⇒その企業での特定固有の経験しかつめない」
「欧米では個人が複数企業を渡り歩き、多様な経験を積む」
就社から就職へ (第三回追加資料のｐ23参照）

Ⅲ-2-3. 組織

Ⅲ-2-3-1.. 組織としてのコミュニケーション
組織としての工学的アプローチ

Ⅲ-2-3-2.. 人材ポートフォリオ/人材ピラミッドの視点重要
「人材としての一律な議論ではなく階層としてのレベル別議論の重要性」

「各層にAIが導入されたらどうなるか」
経営レベル

マネジメントレベル

オペレータ(現場、工場)レベル）

 
Ⅲ-3.提起されたその他の論点

Ⅲ-3-1. 「お客のニーズが読めない」

「我々はAIを使う、お客も使うようになる。と何が起こるか、お客の真のニーズはどうなるか」

Ⅲ-3-2. 「これからの日本製の訴求点(強み、優位性、差別化の方向）」

「皆が賢くなると、だれが作っても同じ、何を訴求すべきか」  
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Ⅲ-3-3. 「あの頃できなかったことが、今できるようになってきたことを踏まえ、

もう一度自社の足元を改めて見直す必要あり」

「自社の機械がどういう原理・原則で動き、－－－－」

「昔から摩擦係数0.5でやってきたが、もう一回改めて見直してみる」

「こういう見直しが、デジタル化した時に改めてトリアージ(優先順位づけ)する拠り所となる」

Ⅲ-3-4. 「先進的な技術を使いこなすことも差別化になる」

「その際にお客様価値を共に発掘し共創していくことが大事」
「コマツは工作機械のCAD/CAMと同じことをしたと言っていた」

Ⅲ-3-5. 「修正していく力、ビジネスを変えていこうとする力」

キーワードとして以下の4つが大事
－1. 共創
－2. 対等
－3. ダイバーシティ
－4. スピード

Ⅲ-3-6. 上記4つ以外のキーワード

－1. 原理・原則
－2. 数式化 第三回追加のｐ17、18

－3. エンジニアリングへの原点回帰
－4. 言語化・論理化
－5. 数値化・体系化
－6. 三現主義(現場、現物、現実）＋５ゲン主義(現場、現物、現実、原理、原則）
－7. デジタル化アプローチと直観力

ご参考：ドイツにおける将来の工場作業者に必要な資格とスキル一覧表  
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2．専門部会講演概要 

2-1. Connected Industries 実現に向けた製造業におけるデジタル人材育成

について 

2-1-1. 講演実施概要 

日 時： 平成 29 年 9 月 28 日（月） 15：00～17：00 
場 所： 機械振興会館 6 階 6D-3 号室  (東京都港区芝公園 3－5－8) 
講 演：「Connected Industries 実現に向けた製造業におけるデジタル人材育成につ

いて」 

講 師：経済産業省 製造産業局 総務課 課長補佐 池田陽子氏 

2-1-2. 講演概要 

2-1-2-１．“Connected Industries”（CI）について 

・2017 年 3 月に開催されたドイツ情報通信見本市（CeBIT）に、我が国はパートナー

国として参加。 安倍総理、世耕経済産業大臣他が出席。日本企業も 118 社出展。 

・ その際、安倍総理から、我が国が目指す産業の在り方としての「Connected 
Industries」のコンセプトを発信。①人と機械・システムが協調する新しいデジタ

ル社会の実現、②協力や協働を通じた課題解決、③デジタル技術の進展に即した

人材育成の積極推進を柱とする旨をスピーチ。 

・ また、世耕経済産業大臣、高市総務大臣、ツィプリス独経済エネルギー大臣との

間で、第四次産業革命に関する日独共同声明「ハノーバー宣言」を署名・発表。

この中で、人、機械、技術等がつながることにより価値創出を目指す「Connected 
Industries」を進めていく旨を宣言。 

2-1-2-2. Connected Industries の考え方  

～我が国産業が目指す姿（コンセプト）～＜基本的考え方＞  

“Connected Industries”は、様々なつながりにより新たな付加価値が創出される産

業の姿。例えば、 

・モノとモノがつながる（IoT） 

・人と機械・システムが協働・共創する 

・人と技術がつながり、人の知恵・創意を更に引き出す 

・国境を越えて企業と企業がつながる 

・世代を超えて人と人がつながり、技能や知恵を継承する 

・生産者と消費者がつながり、ものづくりだけでなく社会課題の解決を図る 

ことにより付加価値が生まれる。 

デジタル化が進展する中、我が国の強みである高い「技術力」や高度な「現場力」
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を活かした、ソリューション志向の新たな産業社会の構築を目指す。 

現場を熟知する知見に裏付けられた臨機応変な課題解決力、継続的なカイゼン活

動などが活かせる、人間本位の産業社会を創り上げる。 

＜３つの柱＞  

１ 人と機械・システムが対立するのではなく、協調する新しいデジタル社会の実現 

２ 協力と協働を通じた課題解決 

３人間中心の考えを貫き、デジタル技術の進展に即した人材育成の積極推進 

 

2-1-2-3. Connected Industries の実現に向けた取り組み 
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2-1-2-4.「Connected Industries 分科会」の構成について 

市場成長性、我が国産業が有する強み、社会的意義の大きさ等により、重点取組

分野を５つ程度に絞り、取組の加速化と政策資源の集中投入を図ってはどうか。 

自動走行・モビリティサービス、ものづくり・ロボティクス、バイオ・素材、プ

ラント・インフラ保安、スマートライフの 5つごとに、「ビジョン（社会的意義）」、「市

場成長、 経済効果予測」、「推進主体(分科会)」、「担当課（連携官庁）」、「横断的課題」

を整理。ちなみに「ものづくり・ロボティクス」分野の担当課は、製造総務課、産機

課、中企庁、商情局である。横断的課題には、協調領域を含むデータ共有・利活用、

トップ人材育成の抜本的強化、国際標準の戦略的活用、サイバーセキュリティ対策の

実施、中小企業へのコネクテッド・インダストリーズの普及、取組支援がある。 

2-1-2-5.【ものづくり・ロボティクス】今後の取組の方向性 

＜ものづくり・ロボティクス分野に係る取組の全体像＞ 

解決すべき課題：先進欧米企業等への対抗の観点からも、我が国の強みを生かした価

値創出（エッジ側の強みを活かしたソリューションの提供等）が必要。また、国

内の人手不足の解消も必要。 

現状整理：「スマート製造」の推進に向けて主要国が取組を強化。我が国は機械系メ

ーカーが強く、グローバルに競争力を有する企業が複数存在。強みである「技術

力」と「現場力」を活かすような「人間本位」の考えで、社会や顧客の課題を解

決する「ソリューション志向」による価値獲得が重要。 

これまでの主な取組：2015 年にロボット革命イニシアティブ協議会（RRI）を設立。

2016 年に RRI 下で協調領域に関するアクショングループ等も組織。特に、2016 年

から日独連携を積極的に推進し、2017 年の CeBIT の機会には「ハノーバー宣言」

を締結。専門家会合等も分野ごとに適宜開催。 

今後の取組の方向性：RRI でこれまで進めている協調領域（国際標準化、サイバーセ

キュリティ等）の最大化に向けた議論を、主要企業トップの関与の下で、さらに

深化。また、ものづくりデジタル人材育成等についても協調領域として新たに検

討を行う。 

2-1-2-6.【ものづくり・ロボティクス】分科会における検討イメージ 

分科会において検討を進める論点  

＜国際標準＞データの記述ルール（データプロファイル）作成、国際標準化 

＜サイバーセキュリティ＞製造業向けガイドラインの作成検討、国際標準化 

＜データ協調＞データ契約ガイドラインの検証・改訂、共有データの最大化 

＜人材育成＞ものづくりデジタル人材の育成 

ものづくりと IT の双方が分かる人材や、デジタル技術やロボットの導入促進等に向

けて必要となる人材等の必要となる人材像や、産学官が取り組むべき事項の明確
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化等を図り、30 年度以降の教育機関等でのカリキュラム開発に活かすなど、具体

的なアクションにつなげる。 

＜中小企業＞中小企業のデジタル技術等の導入支援策、CI の意義・重要性の浸透 
＜研究開発＞共通基盤技術への取組、産学連携の仕組みづくり 
＜ユースケース＞ベストプラクティスの情報共有等を加速 
 

 

2-1-2-7．製造業におけるデジタル人材育成 

【足下の状況】製造業におけるデータ利活用人材育成の必要性 
•製造現場等のデータの利活用が生産性向上や付加価値創出の鍵を握る中、企業が製

造現場データを収集する割合は高まる一方で、トレーサビリティ管理等の具体的

な用途活用への実施段階割合は昨年から変化なし。 
• そのボトルネックとして、製造業企業において「IoT 技術・データの扱い」と「も

のづくり」双方が理解できているハイブリッド型人材（IT×OT)が不足している。

そのため、製造業の既存従業員等に対してデジタルスキル等の習得やスキル転換

を図るための最新のデジタル技術とものづくり分野の特性であるオペレーショ

ンノウハウを踏まえた教育を行う必要がある。 
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2-1-2-8．海外でのデジタルものづくり人材育成 

英国や独などでも、先行してデジタルエンジニアリング人材などへのリカレント

教育が開始されている 

 

2-1-2-9．第 4 次産業革命/コネクテットインダストリーズの下で求められる人材

（全体像） 

製造業特有のオペレーションノウハウと IT・データ等のデジタル技術を融合し

た能力・スキル転換が必要。既存の IT・データサイエンス講座では対応できない。 
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2-1-2-10．人材育成の方向性（仮説）：高度 IT 人材から高度 IoT 人材へ 

10-1. 高度 IT 人材から高度 IoT 人材へ 
第４次産業革命時代は、ネットとリアルの双方に卓越した人材、中でも AI 技

術をリアルな産業分野で活用していく人材が特に重要に。 
我が国にストックのある高度な「T＝ものづくり」のスキルを備えた人材を主

なターゲットに、即戦力となる人材の育成を産学官一体で進めていく必要。 

 

10-2. 論点：高度 IT 人材から高度 IoT 人材へ 
・必要な人材像とは何か 
・業界ごとに協力して人材育成できる部分（人材育成での協調領域）はあるか、

あるとすると何か 
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10-3. 参考：専門実践教育訓練給付対象講座の拡充 
「働き方改革」に向けた専門実践教育訓練給付対象講座の拡充について 
今般の「働き方改革」実現のため、働く方の自発的な職業能力開発の強力な支

援として、教育訓練給付の給付率の引き上げ、利便性の向上等の制度改正に併せ、

その効果を最大化できるよう、対象講座の拡充を行うこととする。 
労働者が費用負担し、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けた場合に、その

費用の一部を雇用保険により給付する制度について、平成 26 年 10 月に「専門実

践教育訓練給付金」及び「教育訓練支援給付金」を創設し、中長期的なキャリア

アップを支援。 

2-1-2-11．人第四次産業革命スキル習得講座認定制度について 

急激な産業構造の転換に対応するため、産業構造の将来変化等を織り込み、Ｉ

Ｔ・データ等の分野に重点化した「人材育成の抜本的強化」と「成長産業への転

職・再就職支援」が鍵。 
在職者も産業界ニーズの高い成長分野に対応するため、働きながら第四次産業

革命を見据えた能力・スキルを獲得できる職業訓練の充実が必要。 
民間事業者が社会人向けに提供する IT・データ分野を中心とした専門性・実践

性の高い教育訓練講座について、経済産業大臣が認定する「第四次産業革命スキ

ル習得講座認定制度」を 2017 年 7 月に創設（告示公布:７月３１日）。 
以上 
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2-2. AI で企業を強くする～IBM ｺｸﾞﾆﾃｨﾌﾞﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞの背景と戦略～ 

2-2-1. 講演実施概要 

日 時： 平成 29 年 10 月 23 日（月） 14：30～17：00 
場 所： 機械振興会館 6 階 6D-3 号室  (東京都港区芝公園 3－5－8) 
講 演：「AI で企業を強くする 

      ～IBM コグニティブマニュファクチャリングの背景と戦略～ 

講 師：日本アイ・ビー・エム(株)  山 本   宏 氏 

技術理事 グローバル・エレクトロニクス・インダストリー CTO             

2-2-2. 講演概要  

はじめに、本日は４つのアジェンダに沿って、次の６つのメッセージを伝えた

い。まず、4 つのアジェンダは、（１）IoT グローバル動向、（２）日本対ドイツ、

（３）スマートファクトリ実現へのアプローチ、（４）コグニティブファクトリー

の特徴である。次に 6 つのメッセージは以下の通り。 
      ①IoT は CPS を実現するための手段 

②プラットフォーム 4.0 と IIC の協業・協調は加速していく 
③日本の目指す製造業の姿はドイツと異なる 
④次世代工場実現においては Iot/AI だけでは不十分 
⑤コグニティブマニュファクチャリングの目的は匠の継承 
⑥AI への過度な期待は禁物 

 

2-2-1-1. IoT グローバル動向 

・IIC とプラットフォーム 4.0 は IIRA（Industrial Internet Reference Architecture）
と RAMI4.0（Reference Architecture Model I4.0）の統合作業が進行。今後重
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要となるのは「Integration」のレイヤー。アドミンシェル（Administrative Shell）
と呼ばれるゲートウェイを被せて機械やソフトウェア、多様な機器との間でゲ

ートウェイ同士の共通インタフェースによって連携。この際ネットワークとデ

ータのモデルが必要となる。ネットワークトランスポートは OPCUA が標準の

一つに、データのモデルは機器ごとに違うため IEC で定められているデータモ

デルが採用される見込みである。

 
 ・IT、AI の領域では業界の垣根が壊れてきている（Google がフィジカル分野へ、

GE がサイバー空間分野へ進出） 

 
・IIRA がベースになって既に公開されている IISF（Industrial Internet Security 

Framework）、Industrial Internet Connectivity Framework が各団体のスタンダ

ードを網羅的にカバー。 
・Security Framework は 3 つの領域を対象領域（Endpoint、Network、Data）と

し、守るべき規格をきれいに整理している。CIA（Confidentiality 機密性、Integrity
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完全性、Availability 可用性）の実現に当たって IEC62443 が特に重要。 

  3-2-1-2. 日本対ドイツ 

・ドイツの Industrie4.0 で実現する基礎技術には IoT、人工知能(ディープラーニン

グ)、ビッグデータ、クラウド、ネットワークなどがある。これらは色々な領域でプ

ラットホームが整備され使い易くなってきている。 
・IoT は CPS を実現する一手段。CPS は Cyber と Physical が Loopback するもので、

Decision,Action,Physical State,Info の流れを実現する触媒がデータであり、人間で

言うと血管を流れる血液の役割を果たす。 
・CPS を実現するデータソースは IoS、IoT、IoP。日本は自動化を重要視しつつもド

イツの目指す無人化とは違う世界を指向。 

 

・IoT のユースケースで今注目されるのは Edge と Security。クラウドにデータを上

げる際にネットワークの待機や分析後のレスポンスの時間を考えるとエッジ処理が

重要になるケースもある。 
・CPS のユースケースの一つとして Digital Twin が位置づけられる。 
・ドイツの製造業が目指しているのはインダストリアル オートメーション。限りな

く自動化の方向で、どのユースケースや案件を見てもあまり人にフォーカスしてい

ない。一方、日本は人のスキルや匠をどうやって吸収していくか、或いはそれを進

化させていくかというところに非常に大きな期待や方向性がある。 

  2-2-1-3. スマートファクトリ実現へのアプローチ 

・ドイツではVertical IntegrationとHorizontal Integrationを実現することがSmart 
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Factory の特徴であると言っている。これを実現するには IoT と AI だけではなく、

データを可視化する仕組みやインテグレーション技術が重要である。可視化および

でデジタル化の対象は４M(Man、Machine、Material、Method)である。人の可視

化の実現には Business Process Management を利用したり Man Machine 
Interface によって見える化を実現するケースがある。AI と IoT が非常にフォーカ

スされているが AI と IoT だけではこういう世界は作れない。 
・AI や IoT を経営者に投資に値するものであると納得させるためにはテクノロジー

ボトムアップだけではなく、顧客価値や企業価値の観点からそれをすることによっ

て Before、After で何が変わるのか、という点の合意が重要である。 
・日本機械工業連合会の「TAKUMI4.0」では“ものづくりは人の成長・育成の場”、

“デジタル化・AI 活用の主役は人”としている。Connected Industries の 3 つの柱

と同様にまさに日本の進むべき方向性を示している。我々のコグニティブ・コンピ

ューティングも人を支えていくことを目指している。 
・今の AI ブームは IoT ブームが後押ししている。オープンソース、簡単なプログラ

ミング、マシンパワーの進化や IT 技術・プラットフォームがコモディティ化するな

ど少ない投資でできる環境になった。 
・但しディープラーニングや AI は手段であって目的ではない。如何にそれを当ては

めるユースケース、適用エリアを見つけるかが重要ある。ディープラーニングの教

師学習の場合も如何に教師データを集めるかが非常に重要である。 

  2-2-1-4.コグニティブファクトリーの特徴 

・私たちはコグニション（認識）という観点で五感の特に視覚、聴覚にフォーカスし

ている。 
・全ての AI のエンジンはセンサーのイノベーションに懸っており、パートナーと組

み取り組んでいる。 
・コグニティブ・コンピューティングの 3 つのハイライトは、1) Machine Learning
ベース、 2) “読む”“見る”“聞く”にフォーカス、3) 人に serve すること。「意

思決定」や「エンゲージ」、「ディスカバー」の分類で serve する。 

  2-2-1-5. ディープラーニング 

・ディープラーニングは、学習は出力と正解との間のギャップを縮めることである。

ギャップを縮めるには係数の最適化をすることであり、勾配降下法や逆誤差伝搬法

のような数学的手法を使っている。 
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・私たちはディープラーニングをベースに Cognitive Technology をいくつか持って

いる。私たちの研究所で作っているニューロンチップ 1 個で約 100 万個の神経細胞

に相当するニューロンをシュミレーションしている。人間の小脳だけでも 1000 億

個のチップが必要になる。小脳をシュミレーションするには 1 個 100 万個のニュー

ロンチップ 16 個を積んだボード（TrueNorth Board）が 6250 枚必要になる。ムー

アの法則を前提にシンギラリティが議論されているが、トランジスタ間の間隔は限

界点に達しており、今後ともムーアの法則が続くことを予測することは非常に困難

だと考えられる。一人の小脳でもこのレベルでありシンギラリティの議論は時期尚

早ではないかと思う。 
・Edge の Platform と私たちのクラウドが連携して予兆保全、予防保全のユースケー

スをベースに機器メーカーと協業が進んでいる。 

－230－ －231－



5 

 
・匠の観点では、最終の完成品を今まで目視検査したエリアに画像のディープラーニ

ングのソリューションを入れて人の判断に対して良品、不良品を判断する仕組みが

ある。製品変更がよくあるのでその対応を早くすることがキーとなる。ラーニング

ベースだと学習データがある前提で 3，4 日で検査対応が準備できる。ディープラー

ニングを利用することにより人がこれまで判断してた良品・不良品の外観検査の精

度を大幅に向上させることができる。 
・AI の技術は基本的に認識・認知である。これから AI はどんどん賢くなっていき、

色々な領域に使われると思うがコンピュータが自分で人間と同じようなモチベーシ

ョンややる気など、人間のように自らが意思を持つというテクノロジーは現在存在

しない。 

   

  以上 
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2-3. 生産性、安全性を向上させる IoX ソリューション 

2-3-1. 講演実施概要 

日 時： 平成 30 年 1 月 19 日（金） 14：30～17：00 
場 所： 機械振興会館 6 階 6D-2 号室  (東京都港区芝公園 3－5－8) 
講 演：生産性、安全性を向上させる IoX ソリューション 

講 師：新日鉄住金ソリューションズ(株) 

     IoX ソリューション事業推進部 

専門部長  井 上 和 佳 氏                   

2-3-2. 講演概要  

2-3-2-１同社の紹介 

1-1. 事業内容 
 経営及びシステムに関するコンサルテーション 
 情報システムに関する企画・設計･開発・構築・運用・保守及び管理 
 情報システムに関するソフトウェア及びハードウェアの開発・製造 
 並びに販売及び賃貸 
 IT を用いたアウトソーシングサービスその他各種サービス 

 
1-2. 事業概要 
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2-3-2-２. IoX についての紹介 

2-1. IoX とは 

 

 
 
2-2. ユーザーのデジタルシフトの支援 
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2-3. CPS モデル上の現場支援コンセプト 

 
 

2-4. 製造業向け企業情報システムのイメージ 

 

2-5. IoX プラットフォームと各種アプリ、その全体像 
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2-3-2-３. IoX ユースケース 

3-1. 屋内測位手段を用いた現場作業の分析・改善 

 

3-2. 屋内測位手段を用いた現場作業の分析・改善効果 
 調査データ 
 調査データの代表性・正確性の向上 
 長期間・多数の作業者データの取得が可能 
 作業者個別の識別が可能 
 分析作業 
 効率的な分析が可能 
 的確な改善方策の立案と効果計測が可能 

 
3-3. 作業現場の安全見守りソリューションとその拡張 
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3-4. 作業現場の安全見守りソリューションの拡張 

 
 

3-5. 安全見守りシステムの効果 
 労働災害発生時の迅速な対応力向上 
 労働災害発生の早期検知 
 管理者による救助指示・段取り 

 周囲にいる作業者による迅速な救助・対応 
 常に見守られているという安心感 
 熱中症の予防 

 危険動作・作業の撲滅 
 危険動作・作業が検知されることによる作業者の自制・気付き・改善 
 危険動作・作業の共有、組織能力の向上 

 作業改善の促進 
 動線分析による危険箇所の特定・注意喚起・危険要素の排除 
 動作・作業の改善・見直し 

 作業効率の向上 
 設備の故障予知を元に周辺の作業者による早急な修理 
 生産スケジュールと移動体（例：トラック）の到着時刻予測により、作

業スケジュールの変更 
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3-6. 設備異常の検知・予知モデルの構築と実運用環境 

 
 

3-7.トライアル分析の概要 
 過去に発生した事故事例を対象として、事故/障害の予兆検知(←分析テー

マ)に向けた調査/分析を行う 
 実現可能性の見極めを重視 

 基準データを正とし、解析対象期間のデータと照らし合わせることで予
兆がみられるかの調査をメインとし、ラピッドに実施する→DataVeraci
の利用 

 求められる精度のモデルが作成可能か、どのような形で表現するかまで
は考慮しない（次フェーズのプロトタイピングで実施する） 

 仮説と検証を繰り返す 

 意味のある範囲で検知可能か見極めるために、下記フローにあるサイク
ルを何度も回す場合がある 

 異常検知に万能な予測モデルは存在しない。分析対象データの性質にも
とづいて複数モデルを組み合わせる必要がある 
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3-8. データ理解 
 分析対象(予測モデル対象)となる項目の絞り込み 
 データの可視化と業務知見の 2 つの方向からアプローチ 

 事故発生前後でデータ推移を可視化し、事故直前に通常と異なる動きを
している項目を特定 

 すべてのセンサーデータに対して可視化を行うが、データ項目数に比例
して作業量は増大 

 事故が発生した系の制御方式を理解し、直接の原因と関連している箇所
を洗い出すことで作業量を減らす(業務知見が必要、NSSOL であればお
客様と会話しながら進めるスタイル) 

制御装置が事故発生前、機能することで温度の上昇を抑えていた可能性がある 
制御装置の予測モデルを作成し、実績との乖離を見ることで予兆を検知できる

かもしれない 

 
Copyright ©2016-2018 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.  
 

3-9. データ分析進行中の課題 
 データ分析は仮説/検証を試行錯誤で繰り返し実施する 

 詳細の実施タスクはテーマにより様々であり、プロセス全体を通じたテ
ンプレ化、標準化は難しいのが現状 

 分析経緯や無効な仮説の喪失（特にチーム作業時） 
 進捗や優先順位が不明瞭 

 実施タスクの抜け漏れが不明確 
 分析ノウハウの属人化（分析技術の伝承/技術者育成が難しい） 

↓ 
Data Veraci 

①一連の標準プロセスを理解して進めることができる人材の基礎育成 
②分析作業(仮説/検証)を記録・蓄積することでノウハウ抽出に繋げる仕組み 

 
3-10. データ準備 

 モデル作成に適したデータセット(特徴量)の作成 
 データの欠損値補完、外れ値除外を行う（モデル精度に直結） 
 統計的手法による外れ値検出も可能ではあるが、業務的に予め閾値が設

定されているデータについては、そちらを優先する(例：操業開始直後、
休止直前は変動が激しいのでデータが不安定な期間として除外) 
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3-11 モデル作成・評価 
予測値と実績値。下図をみると、事故の数日前から顕著な上振れの傾向を確

認。上振れ自体は 1 か月前から出始めている。（グラフやセンサー値はイメージ） 
 業務的に意味のある範囲で予測可能なモデルの作成 
 データの性質にフィットするモデル(アルゴリズム)を使用する 
 事故発生からどの程度前であれば業務上有益か、これを事前に定義し、

評価を行う 
 モデルをチューニングすることで精度が向上する場合がある 

※作成→評価→チューニングを何度も繰り返すことになるので、事前にトライア

ルのゴールを決めておく 
 チューニングしても予兆検知が十分行えない場合、分析対象データの再

選定を行う必要あり 
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3-12. AI を用いた不良発生要因分析 

3-12-1. 特化型 AI の主要な要素技術 

 
3-12-2. 教師有学習 
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3-13. DataRobot とは 
3-13-1 データロボット“より良い予測を、より速く” 
•世界トップクラスのデータサイエンティストのノウハウが満載された教師あり

機械学習自動化のプラットフォーム 
•徹底的な自動化により、分析プロジェクトの生産性を大幅に向上 
•前処理、モデル作成が数クリックで実行可能 
•豊富なインサイト機能でデータからの発見を後押し 
•データ欠損を意識せず分析可能 
•複数の前処理を用意しているため、そのうち精度が最も良いものを利用可能 

3-13-2. DataRobot の得意領域 
・教師あり機械学習 
・教師データ(正解データ)が必要 
・問題の種類 
・2 値分類問題（Yes/No を当てる） 
・回帰問題（数値を当てる） 

3-13-3. DataRobot がサポートする豊富なアルゴリズム 
決定木系 回帰系 ニューラルネッ

ト系 
その他 アンサンブル

手法 

決定木 線形回帰 一層ニューラル
ネットワーク 

サポートベクタ
ーマシーン 

平均アンサン
ブル 

ランダムフォレ
スト 

ロジスティック回
帰 

隠れ層ありニュ
ーラルネットワ
ーク 

ナイーブベイズ
分類器 

Elastic Net ア
ンサンブル 

Breimanand 
Cutler ランダム
フォレスト 

正則化つきロジス
ティック回帰 

Deep Learning 
(TensorFlow) 

Rule Fit 分類器 主成分アンサ
ンブル 

勾配ブースティ
ング 

リッジ回帰 他 K-近傍 線形モデリン
グアンサンブ
ル 

XGBoost エラスティックネ
ット回帰 

 他 他 

Extra Trees 
Classifier 

他    

他     
 

2-3-2-4. AI を用いたプロセス最適化 

4-1. AI によるプロセス最適化 
親会社の新日鐵住金は現場業務と現場オペレータの思いを大事にする企業であ

るため、パッケージに業務を合わせることは無く、業務に適合し、業務を更に進

化させることが出来るように、スクラッチ開発ベースでの意思決定支援システム

構築に長けたエンジニアを多数保有している。 
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2-3-2-5. IoX プラットフォーム 
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2-3-2-6. Data Veraci のサービス 
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2-3-2-7 まとめ 

7-1. IoX を実現するためのケーパビリティ 

 

 
7-2.ヒトと設備と IT の融合 
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2-4. Amazon Robotics Challenge への挑戦 

-深層学習によるロボットの知能化と課題- 
2-4-1. 講演実施概要 

日 時： 平成 30 年 2 月 27 日（火） 14:30～17:30 
場 所： 機械振興会館 6 階 6D-2 号室  (東京都港区芝公園 3－5－8) 
講 演：「Amazon Robotics Challenge への挑戦 

      ～深層学習によるロボットの知能化と課題～」 

講 師：中部大学 工学部 ロボット理工学科 

教授 藤 吉 弘 亘 氏                   

2-4-2. 講演概要  

講演の主な内容は以下の三つ。 
1. 深層学習の仕組み 
2. Amazon Robotics Challenge での取り組み 
3. ARC から学んだこと＆今後の展開 

2-4-2-1. 深層学習の仕組み 

1-1. 機械学習を用いた画像認識 
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1-2. 畳み込みニューラルネットワーク 

 

1-3. 畳み込みとプーリングの繰り返し 
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1-4. 学習によるカーネル（フィルター）の獲得 
・カーネルは、最初は乱数からスタートする。 
・学習によりカーネルを更新し、特徴表現を自動学習する。～逆誤差伝播法が寄与。 

 

1-5. 学習によって獲得したカーネルの例 

 

1-6. 研究成果：CNN による画像認識 
一つの入力(例、顔写真)に対して複数の結果(性別、人種等々)を出力できる。 
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1-7. 従来の機械学習 vs 深層学習 

 

深層学習による画像認識 
・学習により特徴表現を自動獲得 
・学習データ数が増えるほど認識性能を向上 
学習サンプル数 VS 認識性能 
・ImageNet：100 万枚→訓練データを 3 億枚に増加 

50GPU で 2 ヶ月かけ学習した結果，精度はデータ数の対数に比例して向上 
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2-4-2-2. Amazon Robotics Challenge での取り組み 

2-1. Amazon Robotics Challenge の概要 
・主な競技目的は「注文処理・出荷」 
・当初は Amazon Picking Challenge（APC） 

2015 年 5 月 26,27 日にロボットの国際会議 ICRA にて開催, 30 チームが参加 
2015 年の時にはディープラーニングを使用したチームは皆無 

・目標は、非構造的環境における自動ピッキング装置の開発 
・協議内容は、A から L に割り当てられた 1m×1m の範囲の計 12Bin からピッキ

ング。時間内にどれだけアイテムをピッキングできたかを競う。 
Amazon Picking Challenge: http://amazonpickingchallenge.org 

 
2-2. APC2016 
・日時：2016.6.30～7.3 
・場所： Robocup in Leiptzig,Germany 
・競技内容 

• Pick task 
‒ 12bin からなる shelf から対象商品をピッキング 
‒ 対象商品は競技直前に指定される 
‒ 棚は競技前に 3cm 移動 

• Stow task 
‒ tote から商品を取り出して shelf へ入れる 

－250－ －251－



5 
 

‒ 競技終了後にどの bin に何を入れたかをリポート 
・ピッキング対象アイテム（39 種類） 

- 形状や重量，表面の硬さが異なる様々なアイテム 
- 認識や把持が困難なアイテムには加点あり 

• APC2016 上位チームの傾向を調査 
1. 産業ロボットと吸着ハンドによるピッキング 

‒ 細長い軸の先に装着された可動型の吸着ハンド 
‒ 強力な吸着でピッキング（Amazon Picking Challenge) 

2. Deep Learning を用いた物体認識 
‒ アイテムの認識，セグメンテーション，把持位置の検出に利用 

2-2. Amazon Robotics Challenge 2017 
・日時：2017 年 7 月 26 日～7 月 30 日 
• 場所：名古屋市, 日本 
・競技内容 

• ピッキング対象アイテム 
‒ サイズ：42cm x 27cm x 14 cm 以内 
‒ 重量：2kg 以内 
‒ 競技当日に、さらに数百種類の未知アイテムから 10-16 個が追加される 

• Pick task と Stow task の連続動作 
• 棚の廃止とストレージの設計 

‒ 各チームごとにロボットに合わせたストレージを設計する 
・当日配布される未知アイテムへの対処 

‒ 競技開始３0 分前に配布されるので学習が不可能 
・Team MC^2：ロボットシステムの構成 
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Team MC^2：構築したデータベース人手によるアノテーション：48,590 個→約 1 週間 
・Team MC^2：ハンドリグシステム 

 

2-4-2-3. ARC から学んだこと&今後の展開 

1. 認識（Perception）だけでは把持できない 
2. データベースのスケラビティ 
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ロボットの分散型自己学習 
• 競技会から実用化に向けての課題 

‒ データベースのスケーラビリティ 
‒ 40 種類→5,000 万点 (Amazon2013 年 2 月現在) 
‒ 大量学習データの収集コスト 
‒ 全ての視点からの学習用画像を収集できるのか？ 
‒ 一度見ただけで学習できるのか？ 

• クラウド型日用品データベース&認識エンジンの提案 
‒ NEDO の委託事業「次世代ロボット中核技術開発」（人工知能技術分野） 

本研究では、物流生活支援を目的したロボットを対象とし、商品・日用
品の認識を目的とする。 
商品等の日用品はテクスチャのあり/なし、剛体/非剛体など多種多様な
ため、単一の認識アルゴリズムで解決することはできない。 
そこで、特定物体認識から一般物体認識、Deep Learning の技術を 統
合した認識クラウドエンジンを構築する。 
また、画像を対象とするだけでなく、力覚センサ等も含めたマルチモー
ダルデータを対象とした認識エンジンを開発する。 

さらに、物体を認識しやすくするためのロボットの能動的な動作につい
ても検討する。また、ピッキング作業の成否の情報を基に、クラウド認
識エンジンの自動更新を行う。 

 
・クラウド型日用品データベース&認識エンジン 
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・CG による学習データの生成 

 
・深層学習におけるドメイン適応 

• 少量の実画像(Real)＋大量の CG 画像で学習 
• 実画像(Real)と CG では異なるのでは？ 

‒ ドメイン間の差異を吸収するように負の勾配を用いて学習 

 

2-4-2-4. まとめ：Amazon Robotics Challenge への挑戦中 

• 深層学習による画像認識 
‒ 学習により特徴表現を自動獲得 
‒ 学習データ数が増えるほど認識性能を向上 

• ARC から学んだこと＆今後の展開 

1. 認識だけでなく把持まで含めて問題を解決する必要性 
‒ 深層学習による認識と動作の End-to-end 学習 

2. 学習データのスケーラビリティ 
‒ 少量の実データと生成データの利用 
‒ 深層学習によるドメイン適応 

以上 
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